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研　　究

人口動態と富裕－貧困認識をめぐる文明史論と政治算術
―18世紀スコットランド、イングランド経済思想の一側面―

History of civilisation and political arithmetic 

on the trends of population and rich / poverty issues: 

Scottish and English stream of economic thought 

during the eighteenth century

横浜国立大学
Yokohama National University

深貝保則
FUKAGAI, Yasunori

Abstract
During the long eighteenth century, some of Scottish and English discussions 

demonstrated and mutually affected how to grasp the new characters of the modern. This 

paper deals with the variety of styles on the trends of population, and the evaluation of rich 

and poverty which new stage of history was confronting with.

In early 1750s, the trend of population was typically discussed under the light of 

the comparison between the ancient and the modern. Following to Persian Letters  of 

Montesquieu, Scottish clergy Robert Wallace discussed the moral causes of depopulation 

in the modern. Contrary, David Hume showed the merit of the modern that the surplus 

of agriculture sustains the population of other occupation which enables the living of 

inhabitants wealthy.

Since the turn to the decade of 1770s, the issue of the size of population and rich / 

poverty entered into three styles. The fi rst was the political arithmetic that, before the fi rst 

national census of 1801, made the estimation of the trend of population since the Glorious 

Revolution by utilising the various possible data such as the taxes on window, the report 

of burial, etc. English dissenter Richard Price showed the depopulation of one fourth 

in England during the century, and Arthur Young and John Howlett computed out the 

opposite trend.

The second style was that of conjectural history, which focused the character of the 

modern in using the method of historical comparison. In adapting his conjectural method 

of four stages theory, Lord Kames examined the tendencies of wealth and population 

in his Sketches of the History of Man  (1774). Kames showed that the ‘pinch for food’ 
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stimulates the evolution of the stages from the fi rst to the third, and that the characteristic 

phenomenon for the fourth is the depopulation. He attributed it to the spread of luxury and 

to its weakening effect of the power of procreation. This four stages theory was widely 

accepted among Scottish intellectuals, and one of them John M’ Farlan, the ministry in 

Edinburgh, uniquely transformed this vision to show that the fourth stage is under the 

threat of poverty behind the extreme spread of luxury.

The third style was the vision of natural law in the meaning of treating the principle of 

population as the result of the mechanism of nature. Alongside Robert Wallace showed the 

mechanism theoretically, a rector in England Joseph Townsend demonstrated the critical 

discussion on the poor laws in describing the mechanism as natural equilibrium. Different 

from the discussion of political arithmetic, this style partly accepted the idea of four stages, 

and showed that there is the level of equilibrium among food and population in each stage.

Keywords:  Four stages theory（4段階論），political arithmetic（政治算術），
 population（人口），poverty（貧困），luxury（奢侈）

1   序：社会の盛衰と人口動態－18世紀の議論
へ向けて－

思想史上、そして今日においても、社会の盛衰
と人口動態との間には重要な関連があるとしばし
ば論じられる。それにはいくつかのパターンがあ
る。たとえば、 食糧と人口との間の一種の比率
が、生活境遇と密接に関わるものとして重視され
る。自然が食糧を提供するキャパシティーと比較
した場合に人口には過度の増加傾向があるので貧
困の蔓延は避けがたいとの、18 世紀末イングラ
ンドの牧師トマス・ロバート・マルサスによって
クリアに提示された論理がある。この言説はその
後さまざまな曲折を経て、20 世紀後半になると
「南」における飢餓を憂慮しこの観点から南北問
題の解決を求める新マルサス主義として展開をみ
せた。少子化傾向が重要問題とされるようになっ
た最近 20 年ばかり、このマルサス主義的な人口
圧の問題は退いているかに見えるのだが、そう単
純ではない。1960 年前後に 30 億余りと推定され
た世界全体の人口は 2000 年代初頭には 62 億程度
であり、これから半世紀後には 100 億に近づくと
する予測もある。環境問題の深刻化のもとで食糧
を生産すべき自然のキャパシティーは劣化しつつ
あるのだから、マルサスが幾何級数的に増加する
人口と算術級数的にしか増産しえない食糧とのあ
いだのコントラストによって象徴的に提起した飢
餓と貧困の問題が、いまや深刻なものとして待ち

受けている。
文明のあり方如何によって、あるいは社会的な
雰囲気の移ろいのもとで、家族構成やその規模に
関する人々の態度が変わりうることにも注意が払
われる。素朴にいえば、子宝を授かりものとして
受け止める態度と、自らの余力のもとで子に与え
うる可能性を考慮するとわずかな人数の子しかも
うけないとする態度との間での違いは、むろんそ
れぞれのカップルに固有の構えに属する領域では
あるのだが、社会的な風潮の形成を通じて人口動
態に影響しうるものである。 戦時日本における
「産めよ増やせよ」 の標語や、中国の一人っ子政
策、そして最近のオーストラリアの計画的移民受
け入れ政策のように、国策によって人口動態の方
向づけが図られることもある。近年盛んな少子化
対策は、子を育てうる経済的社会的な環境整備の
試みとして打ち出されているが、次の世代を持つ
ことに対しての人々の態度あるいは社会的風潮と
深く関わったものでもある。
さらに、 人口問題は経済構造の設計にも関わ
る。世代交代のもとで後継者不足に陥らないか、
さまざまな経験が安定的に引き継がれていくかど
うかなどの点で、経済社会の国民的効率にも影響
を及ぼす。近年顕著なように、年齢構成の逆ピラ
ミッド化、あるいは人口減少傾向という事態は、
社会を支える経済的活力の担い手の比率の低下と
いう危機感と並んで、年金の長期スキームの成否
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など財政問題にも直結する。
いま人口動態をめぐって暫定的に、マルサス主
義とその変形、将来世代を設けることへの人々の
態度の変化、そして経済構造や財政問題との関連
という 3通りのレヴェルを挙げた。これらは現代
の問題の一端であるとともに、とくに 18 世紀に
スコットランドやイングランドの思想界が賑やか
に論じた事柄であり、しかも社会の盛衰と結びつ
けて論じられた。この 18 世紀の論争は以下に示
すように、多くの論点を含んだものである。
18 世紀の人口論争としてよく知られているひ

とつは、古代と近代（当時の現代）とのいずれの
側の人口密度が高く文明が進んでいるのかをめ
ぐって、 ロバート・ウォーレスとデイヴィッド・
ヒュームとの間で交わされたものである。これは
直接には古代に比しての著しい人口減少を描くモ
ンテスキュー 『ペルシア人の手紙』 （初版、1721
年）の議論によって引き起こされたものではある
が、農耕を既に行ないつつ商業と工業が新たな展
開を見せる段階について、社会構造として、また
文明評価の観点から検討を行なうものでもあった。
いわば歴史的時間軸のうえで切り出された古典
古代と近代とのあいだの優劣を比較する議論と並
んで、同時併存する諸国のあいだ、あるいは諸社
会状態のあいだの歴史的到達段階の違いをめぐっ
ての比較もなされた。その典型的な事例は、帝国
の盛衰をめぐってである。強国の間の勢力均衡は
ヨーロッパにおいて近代を通じた焦点であったの
だが、このもとで、ある帝国が盛衰いずれの傾向
にあるのかにも、強い関心が寄せられた。ヴォル
テールが『哲学書簡』（1734 年）において絶対王
政フランスの状況を批判する裏返しとしてイング
ランドを賛美したように、自由な気質がいきわ
たっているかどうかはある国の治世のよしあしと
その命運にとって極めて重要だと考える思想家も
少なからずいた。 そして、 モンテスキューの
『ローマ人盛衰原因論』（1734 年）やエドワード・
ギボンの『ローマ帝国衰亡史』（第 1巻、 1776 年）
に見られるように、ローマに素材を求めつつ帝国
の盛衰の原因を探究するというテーマは 18 世紀
知識人のあいだで関心を惹く対象であった。ちな
みに、「帝国の」ではなく「諸国民（nations）の」
という設定のもとではあるが、文明化の行きつく
先の 「諸国民の衰退」 や 「腐敗」の危険性をめ

ぐって考察をめぐらすアダム・ファーガスン『市
民社会史』（1767 年）の第 5部、第 6部や、発展
的社会、静止的社会、衰退的社会の分類のもとで
類型的な考察を行なうアダム・スミス『諸国民の
富の性質と原因に関する探究』（いわゆる『国富
論』、1776 年）の第 1篇も、この関心と無縁では
ない。この一連の関心はやがて、ともに奇しくも
アメリカ独立の年に刊行されたギボンとスミスの
ふたつの書物のタイトルを巧みに組み合わせた
ウィリアム・プレイフェアの『強力で富裕な国の
衰亡の永続的な原因に関する探究』（1805 年）に
おいて、数量的な指標を図示する手法により諸帝
国の命運を把握しようという試みとしても表出す
ることとなる。
さらに、社会の盛衰や社会的状況のよしあし

は、富裕と貧困をめぐる問題と分かち難く結びつ
いたものとして論じられた。イングランドでは賃
金水準についての法や監督による規制や調整は遅
くとも 14 世紀には行なわれ、また 16 世紀までに
は、困窮者に対しての救済は近隣コミュニティー
の間での慈善によってカバーしきれるものではな
いという認識が広まっていた。こうしてイングラ
ンドでは、教区を単位として集められる救貧税を
もとにして困窮者を救済する救貧法が、17 世紀
初頭までの段階で徐々に整っていった。これを典
型的に体現したのが 1601 年のいわゆるエリザベ
ス救貧法であるが、しかし、その制定後 100 年を
経た 18 世紀ともなると、その機能には問題点が
多いと指摘されるようになった。第 1に、教区を
単位とする制度の難しさをめぐって。救貧法は教
区ごとに救貧税を集める制度であることから、公
的な扶助の水準に地域的な格差が生じ、より好条
件の扶助をめあてに貧民が渡り歩く可能性が生じ
た。 そこでこれを防ぐため 1662 年の定住法に
よって、救貧を受ける教区を出生地・洗礼の場所
に限定するように定められた。しかし 18 世紀に
なると、この定住法は怠惰な貧民ばかりでなく勤
労する貧民の移動をも制限するため、賃金水準の
違いを誘因として労働者が移動する自由を妨げ、
結果的には市場メカニズムを通じた人的資源の適
正配置が阻害されてしまう、という趣旨の認識が
徐々に広まった。この議論の持ち主として、ダニ
エル・デフォー、ケイムズ卿（ヘンリー・ヒュー
ム）、アダム・スミスらを挙げることができる。
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第 2に、貧民たちの勤労意欲への影響をめぐっ
て。たとえば文筆家として知られるダニエル・デ
フォーは『施しは慈善ならず』（1704 年）という
パンフレットにおいて、また、オランダ出身でロ
ンドンの開業医マンデヴィルは風刺詩「ぶんぶん
唸る蜂の巣」（1705 年）と、それを拡充し「私悪
は公益」の副題で知られる『蜂の寓話』（1714 年）
において、救貧法への批判的な見方を提示した。
しかし両者は、経済構造に関する理解において対
照的である。デフォーが上記のパンフレットで
直接の批判対象に据えたのは、各教区にワークハ
ウスを設立して仕事に耐えうる貧民を収容し、毛
織物製造などの生産活動に従事させようという案
に対してであった。デフォーによると、仮にワー
クハウスでの事業が展開すると、収容された貧民
は安い賃金で働くので製品の価格が下がり、高い
賃金で熟練工を雇う在来の毛織物産業が苦境に陥
る。 そして結果的には、熟練とは程遠い貧民に
よって粗悪な製品が作られ、高品質で知られたイ
ングランドの毛織物の国際的評価が下がってしま
うので得策ではない、とされた。この認識のベー
スには、貧民に労働を強制するべきではなく自身
の労働によって自活するように促すべきだとい
う見方と並んで、国民経済全体としてみれば、雇
用機会の増大に伴って賃金水準が上がると消費の
拡大を介して一層の産業の進展が生じるとの、の
ちの『イギリス経済の構図』 （1728 年）に連なる
「高賃金の経済」の発想があった。 1）これとは対照
的にマンデヴィルは、貧民に高い賃金を払うと短
い時間の仕事によって所定の生活を維持できるこ
とになるので、産業の拡大や生産性の増大には役
立たないとして、「低賃金の経済」の立場であっ
た。つまりマンデヴィルは、貧困な人々を救貧制
度によって雇用するプランは、怠惰に過ごして貧
困を装うことによって庇護を受ける可能性を期待
させ、却って勤労貧民たちの労働意欲を損なうと
見ていた。さらに第 3に、ワークハウスの機能不
全をめぐって。 救貧法のもとにおいては、 障碍
（障がい） などの事由で就労しえない人々ととく
に身体的などの支障はないながらも就労の意欲を
持たない人々とを区別し、後者に関してはワーク
ハウスに収容して仕事の習慣を身につけるように
と設計された。しかし、エリザベス救貧法から
100 年を経た 18 世紀においては、この仕組みがう

まく機能しないことが深刻な問題となっていた。
救済の対象となる人々はいわば自活する資質が欠
けていると烙印を押されたようなものであって自
らを律するような気概を持ちうるはずがなく、 2）

また、貧困という境遇に留まっていれば雨露を凌
ぎ空腹を癒すことができてしまい自立に繋がらな
いなど、当初期待されたその効果は危ういものと
見なされた。こうして、各教区では救貧税という
コストがかかっている割に救貧行政の効果が現わ
れないという状況認識が広まるもとで、デフォー
やマンデヴィルなど救貧法そのものに否定的な評
価を加える議論と並んで、ナッチビル、ギルバー
トらの名前を冠して呼ばれる改革プランのよう
に、救貧法および救貧制度を改訂する試みが出
された。そして 18 世紀末には、貧民（貧困者   the 

poor）の境遇や原因をめぐるフレデリック・モー
トン・イーデンによる包括的な考察や、救貧改革
のためにパノプティコンと呼ばれる施設を活用す
るジェレミー・ベンサムの構想なども登場した。
このように 18 世紀においては、古代と近代と
の対比や歴史的変化の傾向をめぐる観点から人口
と文明との関わりや帝国の命運が論じられ、ある
いは、救貧法の是非にも関わりながら富裕増進の
効果や貧困打開の方策が検討された。ここで特徴
的なのは、人口動向と社会の構造的変化を捉え、
富裕－貧困の問題との関わりを探るに当たって、
文明史論、政治算術、および自然法則という顕著
な 3つのスタイルが存在することである。
小論では以上を勘案して、次の諸点を取り上げ
る。 ロバート・ウォーレスとデイヴィッド・
ヒュームとの論争と並んで、スコットランド 4段
階論の系譜においてもケイムズ卿（ヘンリー・
ヒューム）に見られるように、それぞれの段階に
おける人口構造に注意が払われた（ 2節）。ウィ
リアム・ぺティ以来の政治算術は、18 世紀後半
にはリチャード・プライスによって平均寿命や人
口動向を割り出すために活用された。17 世紀末
以来のイングランドの人口減少傾向を描くその議
論に対しては、アーサー・ヤングやジョン・ハウ
レットらによって人口増加傾向をはじき出す反論
が展開した （ 3節）。 アダム・スミスが『国富論』
において富裕増進をもたらす自然的自由の体系を
提示して程なく、「商業社会」のもとでの貧困に
焦点を当てる議論が登場した。文明史論を活用す
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るジョン・マクファーランは第 4段階において富
裕の対極に貧困が滞留しがちであると論じ、ジョ
ゼフ・タウンゼンドは人口動向を自然法則として
示した（ 4節）。なお、18 世紀終盤になると政治
算術の変種が現われた。たとえば、一種の家計調
査により貧民の境遇を捉えるデイヴィッド・デイ
ヴィス、貧民の実態を捉える作業と救貧法の歴史
をたどる作業を結びつけたイーデン、政治算術を
応用し銅版印刷の図示を活用して各国の状況を比
較するウィリアム・プレイフェアによる試みなど
である（補論）。こうして小論の主題は人口論史
そのものにではなく、人口動態およびその富裕や
貧困との関わりをめぐって、文明史論や政治算術
によって繰り出されるアプローチが 18 世紀にお
いて交錯した状況を類型的に捉えることに置かれ
る。 3）

2   文明史論および政治算術における人口動態問
題の浮上

（1） 社会構造をめぐる古代－近代比較：ウォーレ
スとヒューム

18 世紀ブリテンにおける人口論争として知ら
れるものに、 古代と近代とのあいだの人口の多寡
を争ったウォーレスとヒュームとのそれがある。
これは直接には、古代に比しての著しい人口減少
を描くモンテスキュー 『ペルシア人の手紙』 （初
版、1721 年） の記述 4）によって引き起こされた
議論の一翼を担うものではあるが、より広くは、
英語圏でいえばアイルランドの文筆家ジョナサ
ン・スウィフトの 『書物合戦』 （1704 年）におい
て典型的に見られるような、古代と近代との優劣
比較という 17 世紀後半フランスに端を発した論
争テーマの一部をなすものであった。17 世紀後
半フランスでは文芸を主題に古代と近代の優劣が
論じられたのに対して、1690 年代のイングラン
ドにおいてはベーコン『学問の発達』（1605 年）
など以来の近代の学問観、方法観の是非を主題と
してウィリアム・テンプルとウィリアム・ウォッ
トンとのあいだで争われ、イングリッシュ－アイ
リッシュ出自のスウィフトは古代派のテンプルの
ラインにあった。 5）このような文芸や学問観をめ
ぐって争われた古代・近代優劣比較というテーマ
は、ウォーレスとヒュームに至って、人口の多寡
を主題としつつ社会構造のあり方をめぐっての比

較となった。
エディンバラを中心に活躍した聖職者ロバー

ト・ウォーレス（Robert Wallace, 1697-1771）は
1745 年のジャコバイトの乱に先立つ時点でエ
ディンバラの哲学協会において、古代のほうが人
口ははるかに多かったと主張する議論を開陳し
た。 6）この時期に書かれたと思われる「草稿」に
おいてウォーレスは、さまざまな歴史的叙述を手
掛かりに古代に比して近代の人口が減少したと推
定し、さらにその原因について次のように論じ
る。 7）

――人口減少には「自然的な（natural）原因」
と「道徳的な（moral）原因」がある。気象
的条件の変化など動植物の世代継承に影響を
及ぼす自然的原因の作用は特定の時と場所
に留まるので、人口減少の広範な原因として
は以下の道徳的なものに絞ることができる。
（1）ムハマドの教えによる一夫多妻制（婦人
の懐胎の頻度を低めるとともに、多くの男を
独身のままに留める）、ローマ・カトリック
の国々の状況（独身を守るべき多くの司祭の
存在、婦人は結婚するよりも独身を通すほう
が高潔だという通念）、常備軍の拡大（家庭
を持たない場合が多い）など、中世以来、結
婚事情の変化により人口が減少する要因が増
えた。（2）古代には貧困に陥ると奴隷となる
ことも多かったが、奴隷所有者は資産として
の奴隷が家庭を持って子供を育てることを歓
迎した。これに対して近代のヨーロッパでは
貧民は結婚に至らないことが多く、子供を得
ても育てる余力がない。（3）近代には長子相
続制が広まったために長子以外の息子が家庭
を持つことがなく、人口に抑圧的に働く。ま
た、家庭を持つことが尊重され尊敬された古
代とは異なり、近代ではその種の尊重を受け
ることはなく、さらに奢侈が広まってそれに
相応した生活を維持するために結婚を踏みと
どまることが多くなった。（4）ローマ帝国の
登場以前の古代には小規模の統治政体が多く
存在し、都市の近くに領地を持っていたので
土地がよく耕作されていた。国家の規模が大
きくなった近代では、都市近郊は耕作され
るものの周辺部はあまり耕作されていない。
（5）農業は交易の基礎ではあるが、近代にお
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いては交易があまりにも重視され、農業が疎
かになっている。
このように「草稿」は、概して近代に顕著な事
象を踏まえつつ、古代と近代それぞれの人口規模
を規定する諸条件を対比する議論である。人口減
少の「道徳的な原因」をめぐる検討のうち、ムハ
マドの教えのもとでの一夫多妻制、独身を守るべ
きカトリックの司祭や修道院の存在、 および長子相
続制の影響によって近代の人口が少なく、 また古
代には奴隷制のもとで人口が増大したなど （1）－
（3）の議論は、モンテスキューが『ペルシア人の
手紙』において既に示したものであった。 8）むろ
んウォーレスはモンテスキューの単なる受け売り
ではなく、（4）や（5）の論点はモンテスキュー
にはない。とくに（5）の農業と交易（商工業）
との関連をいかに理解するかという点は近代の特
質の把握にも関わるものであり、あとで見るよう
にウォーレスとヒュームとのあいだで見解の相違
が顕著にみられることとなった。
ウォーレスは『古代と近代における人口につい
て』（1753 年） 9）においては「草稿」とは逆の順
序で、まずは古代に比しての近代の人口減少の原
因を検討し、つぎに歴史的な記録に基づいて古代
の人口を割り出すという手順で議論を進めた。こ
のうちの原因の検討は「草稿」に比してロジカル
で、人口を規定する構造的な要因を検討するスタ
イルとなっている。なかでも特徴的なのは、のち
のマルサスによる幾何級数的な人口増加傾向の議
論と同様に、一組のカップルから世代ごとに倍
増する人口モデルが提示されていることである。
ウォーレスは 1組のカップルから男女それぞれ 3
人で都合 6人の子供が生まれ、そのうち男女 1人
ずつは早世し、残りの 4人が成人して次の世代の
カップルとなり、以降同様に 33 ⅓ 年を一世代の
期間として繰り返すという条件を設定する。寿
命を勘案してそれぞれの時点で複数世代が生存
するという計算のもとで、最初のカップルから
10 世代目の 333 年後には人口は 3, 072 人、15 世
代目の 500 年後には 98, 304 人となり、そして 30
世代目の 1, 000 年後には 32 億人に達する、など 

（Numbers , pp.3-8）。
現実にはそれほどに多くの人口が存在するわ
けではないことから、人口増加傾向を妨げる要因
が存在するはずだとして、これらを「自然的な 

（physical）原因」と「道徳的な原因」に大別する 

（Numbers , p.12）。社会的もしくは歴史的な要因を
「道徳的な原因」と呼ぶのは、「自然的な原因」と
は異なり 「人類の情念や悪徳から引き起こされ
る」（p.13）ものだからである。 10）自然的な原因
に関しては人びとの技術やインダストリー、およ
び法や制度によってかなりの程度軽減もしくは回
避できるという理由で（p.12）、道徳的な原因に
絞って検討が進められる。その内容面において、
事実上は 4段階論に通じるような歴史段階を比較
する説明が加えられている点など、「草稿」段階
に比しての特徴がみられる。

――（1）狩猟や漁撈などに依拠する粗野で
野蛮な段階の人口は極めて限られている。
対照的に農業技術に優れ商業によって文
明化した段階では、「他の条件が等しけれ
ば」食糧の量に応じて多くの人口が存在す
る（Numbers , p.15）。（2）人口の多寡は気候
や土壌に依存するとともに（p.16）、（3）土
地の分割に関する制度にも依存する。土地が
小さな規模で均等に配分されていた古代にお
いては、各自が自らの家族を養いうる程度の
食糧を生産できるにすぎず他者と取引する余
地はほとんどないが、人口は多く存在する。
土地が不均等に保有されるようになると、耕
作の技芸が奨励される限りは農業に従事しな
い人々を扶養しうるのだが、この奨励が効き
目を発揮しないならば耕作されない土地が生
じ、人口は少なくなる（pp.17-19）。（4）各
国の人口はおおむね結婚の数とその多産性に
依存するものである。堕落し、奢侈や優美さ
が広まった国では堕落が結婚を妨げることが
多く、奢侈や優美さを求める人びとは家族を
維持することにさほど貢献しないものなの
で、人口は比較的少なくなる（p.19）。（5）
人類は食糧によって生命を維持されるので、
農業や漁撈などに従事する人びとが多くなる
ほど、また地上のより広くの面積が耕作され
るほど、 人口が多くなる。逆に、 奢侈が広
まった国や、堕落や放蕩にまみれるほどに大
きくなりすぎた諸都市は、人口に破壊的な影
響を及ぼす（pp.19-22）。（6）欲求される財貨
が少なければ生活は安上がりであり、家族の
維持も容易となって人口が多くなる。逆に、
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生活の質素さが失われるほど、生活が高くつ
くようになって、結婚や家族の維持も容易で
はなくなり、人口は減る。とくに生活の優雅
さが求められる場合、さまざまな製品が必要
とされて職人が増える反面で農民が減るので
食糧生産は一段と手薄となり、活用されない
土地も増える（pp.23-25）。

ここに示されているように、「草稿」段階の議
論の多くが実質的には踏襲されつつも、「草稿」
が歴史的記録によって確認される事実から一種の
帰納的な手順を踏まえて整理した考察であるのに
対して、『古代と近代における人口について』の
議論は定義のような形で、推測的歴史ともいえる
手法で提示されている。 11）そのなかで中心をなす
のは、狩猟・漁撈段階と農耕段階とを区別して後
者でこそ人口が増えるという段階論的な認識、奢
侈と堕落とが結びついた生活様式のもとでは結婚
や家族の養育が遠ざけられて人口が減少するとの
ある種の文明批判、および、奢侈が広まる段階で
は農業から商工業への人口のシフトが起きること
によって耕作の行き届かない土地が増えて人口が
制約されるとの、素朴ながら産業構造に関する把
握である。ウォーレスが段階論的な表現を取り入
れるに当たっては、あとで見るような 1747 年刊
のケイムズの『ブリテンの古事』に倣ったのかも
しれない。 12）

デイヴィッド・ヒューム（David Hume, 1711-
1776）は『政治論集』（1752 年）のなかで、自由
と富裕との複合的な視点から近代のメリットを描
き出した。まず、「奢侈について」などにおいて、
人間の欲求と知識と活動（インダストリー）を軸
とした累積的進展という構造を示した。 13）また、
「古代の諸国民における人口の稠密さ」において
は古代と近代とを対比し、事実上はウォーレス
の議論を批判した。 14）かなり長大なこの論説のう
ち、ここでウォーレスの議論との対比を念頭に若
干の点を取り出しておくと、

――（1）人口は減少するようなことがあっ
ても、 数世代のうちには増大する傾向があ
る。病気の蔓延のような「特殊に自然的な原
因」は、古代にも近代にもそれぞれの形で現
われうるので、古代・近代いずれの人口が多
いかという決定打にはならない。そこで、古
代・近代それぞれの家政的、政治的な状況を

めぐって「道徳的な原因」に注目する必要
がある （Discourses , pp.157-161 / 141-144 ペー
ジ）。（2）古代において奴隷所有者は財産と
しての奴隷が家族を持つことを歓迎し、人口
が増加したとの議論がある。しかし、都市で
奴隷の家族を扶養するのは高価につくので地
方で育てられた奴隷を成長後に都市に連れて
きたはずである。これは農村における世代の
継承を著しく損ない、人口を減少させたに違
いない（pp.165-168 / 148-150 ページ）。（3）古
代の戦争は熾烈で、平時の党派争いも殺戮を
伴いがちであった。また、交易と産業が繁栄
をもたらす点で古代よりも近代のほうがはる
かに優れている（pp.188, 191, 205 / 168, 171, 
182 ページ）。
このようにヒュームの議論は、イスラム教の一

夫多妻制やカトリックの修道院などの影響により
近代においてこそ人口が減少したとするモンテス
キューやウォーレスとは異なる点に着目して進め
られた。とりわけ、都市と地方とのあいだの人口
移動や産業構造を基軸に分析の焦点を据えた点
で、文化的宗教的な視角をも抱くウォーレスとは
対照的にヒュームは社会構造的な視角の持ち主で
あった。 15）

（2）文明史論と人口：ケイムズ『人類史の描写』
ヘンリー・ヒューム、 のちのケイムズ卿 （Henry 

Home, Lord Kames, 1696-1782）は 1740 年代半ば、
ジャコバイトの乱の最後となるべき争乱の緊張が
高まるなかで、スコットランド法の起源をマルコ
ムⅡ世（1034 年没）の治世に求める通説に対し
マルコムⅢ世（1093 年没）の時期に求める議論
を組み立てた。『ブリテンの古事』と題するその
著作は、その第 1論説に示されるように、スコッ
トランドの封建的慣習の起源はノルマン・コンク
ウェスト（1066 年）以降なのでイングランドの
それと共通の基盤を持つと論じることによって、
イングランドとの合邦（1707 年）を帳消しにし
てスコットランド古来の独立性を復活しようとす
る気運を鎮めることを図ったものであった。 16）文
明史論の観点から注目に値するのは、この『ブリ
テンの古事』付論において、示唆的な形に止まる
とはいえ文明史の手法を用いて統治の根拠を提示
している点である。



－ 8－

――仮に偶然によって始まったにせよどんな
社会も統治なしでは成り立たず、統治の目的
は社会がよき状態にあること（well-being of 

society）にある。たしかに統治の形態は必然
的に決まる事柄ではなく、偶然と選択の結果
にすぎない。しかし、統治それ自体は必要が
生み出したさまざまな技芸のひとつである。
それというのも、採集・狩猟段階では人々は
孤立・分散していて社会機構を整える必要
がなかったのに対して、 農業段階に至って、
人々は相互扶助を必要とする反面で社会的交
通の範囲の広がりとともに紛争が起きがち
で、その調停のために裁定者が必要となった
からである。 17）

こうして『ブリテンの古事』で段階的把握を
示唆したケイムズは、『法についての歴史的考察』
（1758 年）ではより明確に、狩猟や漁撈、牧畜、
農業の 3段階の枠組みを提示した。まず、第 1論
稿「刑法について」の末尾近くで、社会を安全に
成り立たせるためには犯罪防止が肝要だとして刑
法に着目し、第 3段階でこそ刑法の必要性が高ま
るとする。第 3論稿「所有権の歴史」では、狩猟
採集段階に比して動産としての家畜が重要なも
のとなる牧畜段階において所有の必要性が高ま
り、さらに耕作地としての土地が重要になる農業
段階においては不動産所有が必要となる、と論じ
る。 18）このように統治や刑法、所有権の必要性を
論じるに際して 3段階論が活用されたのだが、次
に『人類史の描写』（1774 年） 19）では、各段階に
おける食糧調達のキャパシティーと人口増加との
関連に立ち入った議論が展開されるとともに、農
業段階とそれに続く段階とを区別することによっ
て、 4段階論の形をとるに至った。 20）これら諸段
階に関するケイムズの説明を整理すると――
《第 1段階》温暖な気候のもとでは、狩猟や
漁撈、採集によって食糧が容易に手に入るの
で人口が促進される。ところが「食糧の消費
は人口とともに増加するので、動物は徐々
に稀少なものとなる」。人口増加の結果食糧
不足に行き着くと、「食糧にピンチを感じた
人間はその必要を満たすための他の手段を
試み」、次の段階への移行の契機が生じるこ
とになる。そこで「人々は牧畜を導入した」
（Sketches , vol. Ⅰ, pp.44-46）。

《第 2段階》怠惰な人は共同の蓄えを消費し
てしまうので「どの家族も自らを養育すべ
きだ」という考えが生まれ、自らの勤労に
頼る「貯蔵原理」（hoarding-principle）が受け
入れられる（p.46）。牧畜によって食糧が得
られる反面、狩や魚釣りはもはや食糧獲得の
ための必要な事柄ではなく単に楽しみごとに
なる。牧畜段階においても食糧の増産に伴っ
て人口が増え、時の経過とともに牧畜のため
の土地を拡張しようと試みて近隣の部族との
間で争いが生じ、あるいは占有されていない
土地に移住する。食糧を確保しなければなら
ないとの「必要は発明の母」であり、農業が
促される（p.47）。
《第 3段階》土地は共同で保有されており種
子もまた同様であるので、さしあたり生産物
は共同に貯蔵される。だが、「引き続いて国
民のあいだで土地が分割されると、それぞれ
の人にとってはその技術と労働に応じた生産
物が保証されることになるので勤労が大いに
刺激され、 食糧はいっそう増加する」（p.47）。
農業は人を固定的な場所に住まわせることに
なるとともに、他者を侵略する野心は不要な
ものとなる。つまり農業は、食糧を豊富に供
給するとともに、勤労の果実を空腹や強欲な
侵略者から守るという意味で偉大な恩恵なの
である。さらに、とりわけ空腹は圧倒的なも
のであって、人を怠惰や怠慢に打ち勝つよう
に促し、製造業や商業や他のさまざまな技芸
をもたらす（pp.47-48, 50）。こうして次の段
階《第 4段階》に移行する。

この一連のケイムズの議論にはいくつかの特徴
がある。まず、各段階ごとに食糧調達の余地の程
度によって人口規模が制約されるが、とくに食糧
欠乏の危機感こそが人々の意欲と工夫を駆り立て
るとして、ある段階から次の段階へと移行を促す
ダイナミズムが描かれている。また、第 2段階か
ら第 3段階への移行を説明する議論は『法につい
ての歴史的考察』 第 3論稿のそれと同様であっ
て、農業を取り入れるにあたって所有を支える法
の導入とともに安定が得られたとする。「人口が
急速に増加し、そして農業と商業は罰則規定なし
には繁栄できないので統治が必要な技芸（art）と
なった」、と（pp.47-48）。
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狩猟・漁撈段階、牧畜段階、農業段階それぞ
れにおいては人口が増加し、さらに人口増加によ
り食糧が不足することが次の段階へと移行する契
機となると描いたケイムズは、第 4段階について
は独自のメカニズムにあると論じる。つまり製造
業、商業および他の技芸からなる段階において人
口はそれまでと同じように増えるわけではないと
いうのだが、以下のように、その理由に関してま
ず、人口を増減させる経済的な諸要因に着目して
考え、さらに、奢侈との関係で人口減少がいかに
引き起こされるかを論じている。
第 1にケイムズは、輸出奨励金をはじめ貿易政
策などとの関わりで人口増減を説明する。

――穀物輸出への奨励金は、多くの人手を必
要とする農業を後押しすることにより多く
の人々の生活を支え、さらに奨励金が国内の
穀物の価格を引き下げるから人口を増加させ
る。逆に家畜の輸出に対する奨励金は、牧草
地がさほど人手を必要としないので比較的少
数の人々の生活を支えるのにすぎないばかり
ではなく、輸出が国内における家畜の価格を
引き上げて肉類の価格高騰を招くので、人口
への障害となる（p.56）。また、「絹織物ほど
人口に寄与する製造業はほかにない。それは
羊毛産業と並んで多くの人手を雇用し、し
かも、耕作地や牧草地からいかなる土地をも
取り上げることがない」（Sketches , 2nd edition, 

1778, vol. Ⅰ, p.108）。 21）

このようにケイムズは、当時の産業や貿易の実
態を念頭に置き、また、価格を通じた産業構造の
変化を論理的に整理して人口増減の要因を示した。
第 2に、ケイムズがより重視するのは奢侈の効
果についてである。

――繁栄と富裕によって人々が快楽 

（voluptuousness）に陥った大国においては、
人口が減ってしまうとの不平不満がしばしば
語られる。これに対する打開策として、独身
は不名誉なことと見なされて結婚が奨励さ
れ、多産に対して報奨金を出すことなどが提
案されている。しかしこれらは、人口減少の
原因を見誤っていて無駄なものである。なぜ
ならば「奢侈こそが食糧が生産的な場に辿り
着かないように妨害するだけではなく、出生
力を弱めるものであって、人口に対しての

致命的な敵である」からである（Sketches , 1st 

edition, 1774, vol. Ⅰ, p.58）。
このようにケイムズは、結婚についての文化的

な態度を方向づけようとしても効果がなく、有効
なのは農業を奨励し、奢侈を抑制するという産業
構造面での方策であると論じた。
第 3に、ケイムズは「貧民に関する公共的な政

策」の章において救貧法の弊害を論じる。
――たしかにオランダやフランスに比べてイ
ングランドは貧民救済の長い歴史を持ってい
る。だが、教区ごとに救貧税を集め、教区単
位で貧民の扶養を負担するために、それぞれ
の教区は救済対象者を追い出そうとし、却っ
て困窮者に対して厳しい状況が生まれる。ま
た、スコットランドにおいて労働貧民の賃金
水準が標準化しているのとは対照的にイング
ランドでは教区によってまちまちであるが、
その原因は救貧法にある。「欠乏に対する恐
怖（fear of want）」こそが勤勉への原動力であ
り、子供たちにたとえわずかでも食料を与え
たいなどの願望によってこそ、勤労貧民たち
が「節倹で勤勉」（frugal and industrious）にな
る （Sketches, 1st edition, 1774, vol. Ⅱ, pp.40-41）。
このようにケイムズは 1774 年の『人類史の描

写』においてすでに、「希望と恐怖とは勤労への
ばねである」とのタウンゼンドに通じる表現と、
「節倹にして勤勉」というスミス『国富論』に通
じる表現との双方を、それぞれの公刊に先行して
用い、救貧法を批判した。 22）

以上のようにケイムズは、食糧調達の可能性と
人々の居住のあり方とを結びつけつつ、扶養し得
る人口の度合いとの間での螺旋的な発展構造を 4
段階論として描き出した。ウォーレスとヒューム
との論争になぞらえていえば、ケイムズは第 4段
階に関して奢侈が人口に対して抑制的に働く仕掛
けを明らかにした点で特徴的であり、奢侈の蔓延
に近代の人口減少の一因を求めるウォーレスとこ
の限りでは似通った面がある。ただし、のちのゴ
ドウィンらに通じる文明批判の響きを多少なりと
含み、それゆえユートピア論をも構えるウォーレ
スとは異なって、ケイムズにはそのような傾向は
見られない。ケイムズは第 1段階から第 4段階に
たどり着く時点までは人口増加傾向にあるとする
点で、古代と近代との比較のもとで近代の側の人
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口増大を描くヒュームと類似しており、スコット
ランド啓蒙のなかで文明史論ないし 4段階論を彩
る本流に位置していた。 23）

3   名誉革命以降の人口動態と政治算術：リ
チャード・プライスとジョン・ハウレット

17 世紀のグラントやペティに始まりダヴナン
トに引き継がれる政治算術の系譜は、18 世紀後
半においては人口と財政に焦点を当てたプライス
以降、 人口問題をめぐって盛んな議論を展開し
た。プライス以降の議論においては、古代と近
代のあいだの人口の多寡をめぐるウォーレスと
ヒュームの論争とは異なり、名誉革命後の 1世紀
弱において人口は増加しているのか減少している
のか、という点が問われた。その背後には、戦費
を中心とした歳出をまかなうために公債依存型と
なっている財政構造のなかで、未亡人や高齢者の
ための年金をいかに設計するのか、という実践的
な課題が控えていた。 24）

ウェールズ出身でイングランドの非国教の牧師
リチャード・プライス（Richard Price, 1723-1791） 
はアメリカ独立を支持した人物として知られる
が、それに先立つ 1769 年以降、年金制度、公
債および平均余命に関わる議論を展開した。 25）

まず、1769 年に主にロンドンを対象に都市の
人口を推定する議論を展開し、平均余命を割り
出す方式を検討した。 26）1771 年には生残支払い 

（reversionary payments）をめぐって、未亡人や老
齢者への年金計画、生命保険の価値の計算方法な
どを考察する著書を刊行した。 27）人口統計が整備
されていない当時の状況のなかで年金制度を立案
するにあたっては、平均寿命および財源の双方に
ついての考察が重要であったわけである。平均寿
命を割り出すためにプライスは、「政治算術」の
手法を用いた。1771 年時点でプライスがこの目
的のためにとりいれたのは、埋葬許可証のデータ
をもとに、世代別の平均余命を推定するという方
式であった。 28）

プライスはすでに 1769 年に、ロンドンのデー
タでは人口増加が窺えるが他の地域では人口が衰
退していると論じていた。 29）そして 1779 年には、
イングランドおよびウェールズ全体についての人
口減少を割り出した。プライスが『名誉革命から
現在に至るまでのイングランドおよびウェールズ

の人口の進展』において行なったのは、家屋およ
び窓への課税データを活用して人口動態を推計す
るというものである。17 世紀末の名誉革命期に
はイングランドおよびウェールズの家屋数が 130
万強であったが 1777 年の家屋数は 95 万強である
とのデータを根拠に、名誉革命以降、人口が 4分
の 1減少し、人口の実数は 500 万弱であると推計
できるという。プライスの推論は、零細な家族の
家族数が減少して小規模の家屋が減少し、多くの
窓を持つ邸宅を建てる余地が生じたといったもの
である。 30）

人口減少傾向を描くこのようなプライスの議
論に対しては、まず 1774 年に、アーサー・ヤン
グが『政治算術』において批判した。ヤングはイ
ングランドの実情をさまざまな指標で把握するこ
の試みのなかで、奢侈が人口減少の原因だとする
プライスの主張に対して、奢侈は人口増加をもた
らすという見方を対置した。 31）また、1779 年の
プライスの議論に対しては即座に、 ウィリアム・
イーデン（オークランド男爵）やウィリアム・
ウェールズらが人口増加の議論を対置したが、な
かでも重要なのがハウレットである。 32）

ジョン・ハウレット（John Howlett, 1731-1804） 
は 1755 年にオックスフォードを卒業したが、そ
の後 20 年余りの経歴は知られていない。 ハウ
レットの名前が言論界に浮上したのは 1781 年の
著書『イングランドおよびウェールズの人口に
関するプライス博士の論説についての検討』に
よってであり、 その翌年にエセックスのグレー
ト・ドゥンモゥーの教区牧師 （vicar）に任じられ
た。 33）名誉革命以降の人口減少を主張するプライ
スに対し、ハウレットは政治算術の手法を用いる
際に推計手法を緻密化し、埋葬許可証や洗礼、窓
税などのデータを活用して、人口増加傾向という
プライスとは反対の結論を導き出す。ハウレット
の推計では、当時の人口の実数は 900 万弱であろ
うとされた。 34）

ハウレットの議論のスタイルの特徴は、プライ
スの議論に対しての批判的な検討の仕方に現われ
ている。 まず、プライスは 1779 年の議論におい
て、人口減少の原因として、「海軍と陸軍の増加
およびそれを維持するために継続的に必要な人材
の供給、それを支える本体（国）に比べてみると
食いつぶすほどにも大きい首都、わが国が巻き
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込まれてしまった 3回の長くて破壊的な大陸の戦
争、 海外の植民地、とりわけ東西のインドへの移
民、農場の囲い込み、穀物の高価格、そしてとり
わけて、奢侈や公的な租税および債務の増大」 を
挙げた（Account , 1779, pp.305-306）。プライスが
このように一つの文のなかで箇条書き的に項目を
挙げているだけの論点に対して、ハウレットはそ
の著作において、プライスによる項目ごとに節を
設けて逐次検討した。つまり、人口動態をもたら
す諸要因を個別に分解し、これらの要因のそれぞ
れが人口増加をもたらし、少なくとも人口減少の
原因とはならないことを、可能な限りのデータの
活用によって帰納的に示すという手法であった。
このように、各要因に分解し、その作用を確かめ
ながら全体の傾向を推論するという点において、
ハウレットはまさに政治算術の手法による社会統
計的な議論を立てていた。
奢侈への評価、そして文明に関する両者の立場
も対照的である。プライスは人口減少の諸要因を
挙げる上記の 1779 年の議論において、租税や公
債の増大と並んで奢侈こそが人口減少のもっとも
大きな要因だと論じた。また、プライスは 1769
年のパンフレットや『生残支払いの観察』の諸版
では、繁栄しつつある国が奢侈に辿り着いた場合
に生じる人口減少について、そのメカニズムを示
すとともに、ある種の文明批判をも展開した。ま
ず 1769 年のパンフレットで、なるほどロンドン
の人口は増加しつつあるが、同時に農村の農業人
口を減らし、生活資料の量を減らすとともに価格
を吊り上げてしまうと論じた。 プライスによれ
ば、適度な大きさの街が洗練、競争心、技芸の場
となって公共的な利点をもたらすのに対して、大
都市にはびこる奢侈、放蕩、衰弱は人口にとって
の最大の敵である。 35）また、プライスは『生残支
払いの観察』の第 4版で「人口」を主題とする追
加を行ない、文明の初期段階までは農業を含む生
産が食糧を供給するので人類は増加し、幸福でも
あるのに対して、文明が進展し大都市が展開する
段階に至ると、奢侈とならんで苦境、貧困などが
はびこる、としてコントラストを描いた。 36）これ
に対してハウレットは 1787 年に、奢侈によって
住民が動機づけられ、能動的になるとの論拠でプ
ライスに対して批判的議論を構えた。 37）奢侈が人
口減少をもたらすことはないと主張するハウレッ

トではあるが、概して、徳や腐敗をめぐるプライ
スの議論に対しては無頓着であった。

4   文明史論の反転活用と人口メカニズム：マク
ファーランとタウンゼンド

（1） 文明史論の反転活用：ジョン・マクファーラ
ン

ヒュームやスミスが商業社会あるいは発展
的社会のもとでの経済的繁栄を描いたのに対し
て、 『国富論』からさほど時を経ない 1780 年代に
おいて、文明史論を使い変えながら繁栄の陰に潜
む貧困の側面に焦点を当てる議論が登場した。ま
ず、その時点ですでに 15 年にわたってエディン
バラ地域で救貧行政に関わっていたジョン・マ
クファーラン（John M’ Farlan）はその著書『貧民
についての探究』（1782 年） 38）において、ファー
ガスンやスミスに似た文明史を活用しつつも、商
業社会についての診断を覆す。つまり、発展的社
会において富裕は社会の最下層の人々にまで行
きわたるというスミスの議論とは対極的に、マ
クファーランは、「貧困者の大多数は遅れた国、
あるいは野蛮な国においてではなく、もっとも
肥沃でもっとも文明化した国において見出され
る」（Inquiries , p.10）という。その理由づけとし
て、まず、温和で肥沃な土地における豊富な食糧
供給が人口増加の度合いを高め、やがては増加し
た人口に比して食糧が不足するという事態に陥る
（p.10）。また、奢侈の増大により生産や取引が刺
激され、そのことが却って貧困者を増やす。 39）マ
クファーランはこの 2点を立ち入って示すため
に、つぎのように 4段階論を活用する。
《第 1段階》「野蛮な種族においては」人口の
増大を促すものがほとんど何もなく、住民の
数は支配圏の広さに比べて小さい。 人々は
「奢侈の洗練を知らないので、我々がしばし
ば不幸に陥ってしまうような人工的欲求に囚
われることはない」（Inquiries , p.12）。
《第 2段階》野生の動物を狩猟によって仕留
めるのに比べると牧畜によってヨリ多くの食
糧が得られるので人口が増える。また、「家
畜への所有権が確立するので支配従属関係
が発生し、当然にもある人々は他の人々よ
り豊かになる」。ただしこの段階では欲望の
水準はそれほど高いものではなく、主人たち
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のそれも他者を隔絶するほどの「絶対的欲求
（absolute want）」ではない。支配者たちは
「庇護下にある人々のささやかな欲求を満た
す程度には豊かさを持っているので」、これ
らの人々を手厚くもてなして慈愛を注ぐとい
う点において他者に抜きんでることができる
（pp.14-15）。
《第 3段階》土地財産が分割され所有されて、
「農業に対する刺激が生じる」。耕作技術のお
蔭で生産物が非常に増大し、 「わずかな人々
の労働は多くの人々の生活資料を供給するの
に十分」となり、人口がますます増大する。
また、「卓越した勤労（industry）、征服、継
承そのほかの原因によって、土地財産はわず
かな人々の手に置かれ、はるかに多くの人々
は大きな財産を持っている人々に依存せざる
を得なくなる。」（p.15）
《第 4段階》農業と定住とは商業と製造業に
刺激を与える。「豊かなところでは人類は生
活必需品によって満足することはなく、快適
さと贅沢、安楽品や奢侈財を熱望する」が、
この安楽品や奢侈財への熱望こそは、さまざ
まな技芸（arts）や科学や製造業を多様にし、
優れた発明や勤勉さを導くという径路で富の
源泉となる（p.17）。

このようにマクファーランはケイムズ以来の 4
段階論を引き継ぎつつ、牧畜段階には支配従属関
係が生じ、農業段階に至ると財産の隔たりによっ
て一段と階層化が進むという。ケイムズやスミス
との対比でもっとも特徴的な点は、マクファーラ
ンが第 4段階にこそ貧困の拡大を見出したことに
ある。「人口は単に増大するだけではなく、生存
の手段がいかに供給されるのかという面でしばし
ば貧困の原因になってしまう」 とマクファーラン
は述べて、 次のような要因をあげる。 つまり、 「病
気」（p.17）、「取引や製造業の変動によって勤労
者が貧乏な状態に陥ってしまうこと」（p.18）、「売
買や商業が出くわす不運」（p.18）、「農業や製造
業や取引が高みに上ったうえで停滞や衰退に陥る
こと」（p.20）などである。また、本人に対して
直接のしかかるものばかりではなく、家族に対し
てのしかかる要因として、軍人の戦死によって取
り残される家族の境遇などもある。 こうしてマク
ファーランによると、農耕社会が豊かさに満ちて

いるのに対して、農業と工業が並存する社会（ス
ミスのいう商業社会）においては奢侈の蔓延の対
極に貧困と困窮という問題を抱え込むことになる。
以上から、ケイムズとの対比でマクファーラン
における 4段階論の活用の特徴を確認できる。 第
1に、 「文明史」 の活用の仕方が異なっている。
『ブリテンの古事』によりスコットランドとイン
グランドの国制の共通基盤を歴史的な見通しのも
とで描くことによって「文明史」を定式化したケ
イムズは、『人類史の描写』においてある段階か
ら次の段階への移行の契機に着目し、ダイナミッ
クな歴史的変化を描くスタイルであった。対照的
にマクファーランは『探究』において、それぞれ
の段階ごとに、その内部構造に焦点を当てた検討
を加えている。第 2に、人口の増える余地が段階
的に拡大するものの第 4段階では人口減少に転じ
ることに焦点を当てたケイムズとは対照的に、エ
ディンバラ地域で救貧問題に関わったマクファー
ランは、とりわけ、スミスにあっては富裕が社会
の隅々まで行きわたるとされる第 4段階において
なぜに貧困問題が深刻化するのか、との眼前の問
題にこそ関心を注いだ。第 3に、 奢侈への評価が
異なっている。ケイムズは、奢侈が勤労意欲の対
象を食糧生産から他の部面へと引き移すことに
よって食糧が人口を養う余地を減らすとともに、
人々の関心が奢侈へと向かって出生力が弱まると
の理由に基づいて、奢侈は人口減少の原因である
と論じた。これに対してマクファーランは、製造
業と商業とが奢侈財を扱うことによって産業の変
動パターンが複雑になり、さまざまな貧困の原因
が生じることに注意を払っている。
マクファーランは『貧民についての探究』の
4年後、エディンバラ王立協会の文芸部会で「製
造業、商業および大きな街が一国の人口と繁栄に
もたらす利点」と題する報告を行なった。 40）マク
ファーランの立論は、第 4段階への進展自体はさ
まざまな便宜と活発さを与える可能性があるのだ
が、『探究』でみたように細心の注意でもって調
整をしなければならない、というものである。こ
の点から窺えるように、マクファーランはルソー
によって思い浮かべられるような近代の告発者で
もないし、ワーズワース以降に典型的なロマン主
義の系譜に似た産業文明への批判者でもない。む
しろ、奢侈の蔓延とその対極の貧困問題の深刻化
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を避けるために調整と救貧の充実を図ろうという
実践的な推進者であった。

（2） 自由の国制論から人口メカニズム論へ：ジョ
ゼフ・タウンゼンド

イングランドの教区牧師ジョゼフ・タウンゼ
ンド（Joseph Townsend, 1739-1816）は『救貧法に
関する考察』 （1786 年）によって、 マルサスに先
立って人口をめぐる自然法則を提示した人物とし
て知られている。 41）タウンゼンドはそれ以前に、
『治者と被治者との幸福に結び付いた専制的お
よび自由な統治に関しての自由な諸思考』 （1781
年） 42）のなかで、産業や人口について論じた。そ
こには、「あらゆる国の強さと繁栄とは、その住
民数に依存している」（Governments , p.166）との、
その後の救貧法批判の論調とは整合しないかのよ
うに見える議論が登場する。だがそれは、生産を
含む商業活動が活発な自由な社会においてこそ人
口が豊富になることができる、という議論と結び
ついての言明であった。
「いかなる国であってもその住民数は、その
国の統治によって提供される身の上の安全 

（personal security）とともに、人とその妻と
が必需品を入手できる容易さの程度に比例し
ている。勤勉である人は誰でも、必需品を手
に入れることだろう。」（p.166）

この議論をもとに、（1）自由な国制が身の上
の安全を最大化する、（2）「農業、技芸、製造業、
商業は自由な国制のもとで奨励され、繁栄する」、
（3）住民の勤労（industry）は必需品を供給する、
（4）したがって「自由な国制のもとにおいて住
民はもっとも多くなる」、という連関が提示され
る（pp.166-167）。タウンゼンドは対比的に専制的
な統治の事例として、ムーア人の侵攻を受けたス
ペインは「情熱的にして節倹的で勤勉な住民を、
その有益な製造業とともに失ってしまった」し
（pp.176-177）、デンマークでは「安全と自由が欠
如していることが節倹さを傷つけ、浪費の原因と
なっている」と指摘する（p.186）。ここにいうス
ペインのケースは職人たちの国外流出を、またデ
ンマークのケースは勤勉さの喪失を論じたものと
なっている。このように 1781 年のタウンゼンド
は、自由な国制のもとにおいてこそ人々は勤勉で
あり、国の富裕の程度が高くなる、という認識の

持ち主であった。
タウンゼンドは 1786 年の 『救貧法論』第 8節

で、孤島に持ち込まれた山羊とグレイハウント犬
との増加可能性をめぐる例証を用いて、自然的均
衡に辿り着く経路を描き出した。

――孤島に山羊のペアが持ち込まれると、草
を食べて急速に山羊の数が増加するが、ある
時点で草の不足に直面して山羊の増加は限界
に達する。次にグレイハウント犬のペアが
持ち込まれると、山羊を餌食にグレイハウ
ントは増加するが、山羊の減少のなかでグ
レイハウントの増加も限界に達する。山羊は
グレイハウントの餌食になることから逃れ
るべく孤島の崖に下りて草を食むことを覚
え、グレイハウントはそこまでは山羊を追う
勇気はない。 山羊にとっての草、グレイハウ
ントにとっての山羊という食糧の限界に直面
したとき、山羊あるいはグレイハウントそ
れぞれのなかで相対的にひ弱なものが生き
残ることができなくなり、 数が調整される。
（Dissertation, pp.37-40）
この例証で、草、山羊、グレイハウント犬の
3者間の調整が描き出された。 タウンゼンド
はここで、調整の結果「自然的均衡」（natural 

equilibrium）に達するという表現を用いている。
タウンゼンドは続いて、文明の発展段階ごとに人
間の数の「均衡」があることを論じるが、その検
討に先立って一連の例証の含意をマルサスの人口
法則と対比しておこう。第１に、人口と食糧 （自
然） の 2者間の増加傾向の相違に着目し、自然制
約のもとでもっぱら人間のあいだでの淘汰をめぐ
る「自然法則」を描くマルサスとは異なり、タウ
ンゼンドは植物、草食動物、肉食動物の 3者間の
相互制約的なバランスを描いた。第 2に、マルサ
スの場合には人口増加が食糧によって制約される
ことにより結果的にバランスすることが示される
のではあるが、 「均衡」 それ自体を描くことが目
的ではなかった。逆に、人口増加率が食糧増産率
を上回るのだから貧困や飢餓は「自然法則」から
の当然の帰結であることを示すものであった。対
照的にタウンゼンドの場合、食糧制約と努力のな
かで自然に辿り着く均衡点が存在することを示す
ことに、 例証の主眼があった。第 3に、マルサス
は『人口論』初版第 18 章において、苦痛から努
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力へというロックの議論を踏まえて、飢餓という
苦痛が努力を誘うという点に「神の摂理」を見出
した。タウンゼンドは、山羊に挑みかかるグレイ
ハウント、崖を降りる勇気を発揮する山羊それぞ
れのなかに、危険を逃れ、あるいは飢餓を克服す
るという諸主体の能動性を見出しており、のちの
マルサスに連なる面を持っている。
さて、タウンゼンドは草、山羊、グレイハウ
ント犬の 3者間の自然的均衡という例証を承けて
「人間の数を規制するのは食糧の量である」とい
う命題を引き出し（Dissertation,  p40）、文明史的
な比較に入っていく。
《未開状態（savage state）》住民数は少数にと
どまるが、食糧が手に入る限り人口は増える
し、「何びともその活動と強さに応じて、家
族を支え、 友人を助ける力を持つ」。ただし
「怠け者はあてにならない慈悲に頼らざるを
得ない」（pp.40-41）。
《牧畜段階（breeding cattle）》森林を切り拓い
て動物を飼育するので、野蛮状態に比して食
糧の豊富さが長続きする。そこでは、大半の
活動的な人々は所有権を要求し、他方、怠惰
な人々は飢えるか富者の召使になるかであ
る。ここでも、人口は「自然的限界に辿り着
くまで、つまり食糧の量とバランスするまで
は拡大しうる」（p.41）。
《農業段階》「農業段階に進むと……時の経過
とともに分業が起こり、それもただ単に農
夫たちの間だけではなく、職人（artists）、製
造業者、商人、貨幣所有者や土地所有の紳
士、兵士や文人、およびありとあらゆる彼
らの従者たちが、そのさまざまな商品や働
きを大地の生産物と引き換えるようになる。」
（pp.41-42）
このようにタウンゼンドは食糧調達の可能性
のもとでの人口の増加および制限を軸に説明する
が、それぞれの段階で階層的な分離が生じる可能
性をみていた。なお、第 3段階は、事実上はケイ
ムズやスミスら 4段階論における第 3および第 4
段階に相応するものであった。ここで注目される
のは、タウンゼンドが「肥沃な土地が極めて高い
調子の勤労により耕され尽くしたならば、必然的
に進歩は止まり、食糧増加とともに比例的に人口
が増えることももはやなくなるということは、明

らかではなかろうか」（p.42）と述べて、耕作の
進展の行き着く先に食糧増産の限界に至り人口が
制限される、と論じた点である。ヒュームやスミ
スは商業社会での富裕の増進が下層に行き渡ると
いう傾向を見出していたし、ケイムズは、奢侈の
もとでの生活態度の変化によって人口減少が生じ
るという文明史的な見方を述べていた。対照的に
タウンゼンドは、食糧供給が限界に達して人々の
「安楽と快適さ」を損ない、これが人口の制約と
なるという点に「自然の成り行き（the course of 

nature）」を見出しており（p.43）、この意味でま
さしく自然法則的な見方をしていたのである。
タウンゼンドはこの段階論的な検討をもとに、
イングランドに財産を平等化させるプログラムが
持ち込まれた場合にも結局は、怠惰な者は自らの
生存条件を危うくし、勤勉で活動的な者が富を蓄
積する、という見通しを示した。これは、所得移
転的な含意を持つ救貧法のような平等主義的な
プログラムは無益だと論じたものとなっている 

（pp.44-45）。
『救貧法論』第 3節などでタウンゼンドが強調
するのは、食糧を調達できるとの希望と飢餓を避
けたいとの恐れに促されて勤労へと誘われる人間
の姿である。タウンゼンドによれば、エリザベス
法以来の救貧法はこのメカニズムを破壊してしま
うものであって、この難点をいかに回避するのか
が検討課題とされた。タウンゼンドは諸個人の動
機や意欲と関連づけて、救貧という手段の無益さ
と、貧民が能動性を身につける筋道を示した。

――慈愛に基づいた救貧法はたしかに救いの
手を差し伸べるものではあるが、その結果
「飲んだくれや怠け者」が満ち溢れる。逆
に、 救いの手が設けられていない国では、
「勤勉と美徳の楽しげな歌声を聴くことがで
きる」（Dissertation, p.7）。「希望と恐怖とは
インダストリーへのバネであって、これらを
強化することはよい政治家の仕事の一つ」で
あるが、 救貧法は著しくこれを損なう
（p.13）。飢餓に追い込まれた貧困者たちが食
糧にありつくために仕事に向かい、そして仕
事に馴染むならば、一種の「行為の高いラン
クの動機」も身に付く。こうして、「インダ
ストリーに伴って得られる富裕」と結びつい
た「競争心（emulation）の優れた効果」が芽
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生える（pp.13, 33-34）。
ここに見られるように、マンデヴィルらにあっ
ては富者についていわれた奢侈的、虚栄的な動機
を、貧困者を勤労に仕向ける面でも作用する「競
争心」として扱っている点でタウンゼンドは特徴
的である。のちにタウンゼンドは『救貧法に関す
る諸プランについての諸観察』（1788 年）を刊行
したが、そこでもこの観点から救貧法改革の諸構
想を評価づけ、勤労への刺激を失わないプランの
みを肯定的に扱った。 43）

〔補論〕18 世紀終盤における政治算術の諸変種
1770 年代から 1780 年代前半にかけて、とりわ
けプライスとヤングやハウレットのあいだで人口
増減傾向をめぐって活用された政治算術であった
が、1780 年代後半になると数量的、統計的に社
会的実態を把握しようとの手法はいくつかの変化
を見せる。ここではそのうちの典型的な例をあげ
ておこう。
1787 年までのハウレットは名誉革命以降の人
口衰退を論じるプライスの議論に対して、人口増
加を示すことに力点を置いていた。たとえばプラ
イスは 1783 年の『生残支払いの観察』第 4版付
録において、エンクロージャーは農業従事者の数
を減らし穀物生産高を減らすので人口衰退を招く
と論じた。これに対してハウレットは、エンク
ロージャーは農業生産性の効率を高めるので人口
衰退を招くことはない、と論じた。 44）しかし人口
増減傾向をめぐる論争にエネルギーを注いでいた
ハウレットは、1788 年の『わが国の貧民の増大
や救貧税の増加の原因として普通説明される議論
の不十分さ』以降、救貧問題もしくは貧困の原因
論にその関心を移していく。そこではタウンゼン
ドの『救貧法論』や『諸観察』を批判対象に据え、
貧困の原因は、生活資料の価格上昇に比べて労働
の価格が増大せず、そのため総人口に対する貧民
の比率や貧民を扶養するための支出が増大してし
まったことにあると論じた。さらに 1795 年の食
糧飢饉を経た時点では、ピットの議会演説を批判
的に検討し、救貧法が本来は持つはずのメリット
を示すパンフレットを刊行したほどである。 45）

イングランド南部バークシャーの教区牧師
（rector）デイヴィッド・デイヴィス（David Davies, 

1742-1819）は 1787 年に教区の 6家族の家計を調

査し、地域の既存のデータも活用しながら下層の
人々の生活水準を割り出す作業を行なった。その
著書『農業労働者の境遇』は、その序文が 1795
年 3 月 16 日付であることから判るように 1795 年
夏以降の食糧飢饉の深刻化に先立って行なわれた
考察であるが、却って、一時的に留まらない状況
変化のもとでの下層の「苦境」の原因を探究した
ものとなっている。 46）デイヴィスは家計調査を通
じて下層の日常的な生活資料を確認し、さらに
14 世紀以来の必需品の中身の変化をも確かめる
という手続きをとった（Cases , pp.5-19, pp.68-70）。
この方式によりたとえば、他国ではそうでないの
にイングランドでは下層の人々が小麦のパンを食
べるのは贅沢だ、という批判に対して、耕作の進
展と改良の結果、もはや日常的なものになってい
ると論じた。これは、奢侈が下層にも広まったか
ら却って苦境に陥るとの議論に対しての反論で
あった（pp.31f.）。このようにデイヴィスは、調
査を踏まえて実態的な把握を進めたのであった。
政治算術はその初期においてはぺティやダヴナ

ントに代表されるように、租税をはじめ財政問題
を検討するために活用された。このスタイルを 18
世紀終盤にスコットランドで担ったのがジョン・
シンクレアであった。 47）またこれと並んで、ウィ
リアム・プレイフェア（William Playfair, 1759-
1823）により、図示によって経済的社会的状況を
伝える試みが登場した。エディンバラ出身でパリ
で商業に従事していたプレイフェアは、フランス
絶対王制の基盤が揺らぎ、やがてはブリテン政府
がフランス革命への干渉を進める段階に入るころ
に、ブリテン側の時論的な課題を的確に捉えるた
めの工夫として「線形算術（linear arithmetic）」を
唱え始める。 48）貿易の輸出入や財政の公債依存度
などについて、主に折れ線グラフを活用した銅板
印刷の図入りでさまざまなパンフレットを提供
し、たとえば対仏戦争を構えようとのブリテンの
試みは、自国の財政基盤と相手国のそれとの力関
係を見誤った無謀な試みだ、と主張した。さらに
プレイフェアはこの試みを広げ、近代の諸帝国の
盛衰を人口や富、財政などの指標によって示す著
作を出版した。スミス『国富論』への注釈本と同
じ 1805 年に刊行した『強力で富裕な国の衰亡の
永続的な原因に関する探究』がそれであり、ブリ
テン帝国衰退の危機感のもとで書かれたもので
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あった。 49）

また 18 世紀末には、貧民の境遇やその原因を
めぐって史的展開や地域的状況を含め包括的に掌
握しようとするフレデリック・モートン・イー
デンの考察や、困窮者（pauper）の境遇や原因に
よって細分化した調査項目を設けて状況に応じた
処方が可能になるようにと模索するとともに、パ
ノプティコンと呼ばれる施設を活用して、これら
の人々が仕事を行なう習慣を培いうるようにと立
案するジェレミー・ベンサムの構想なども登場し
た。 50）

このように 18 世紀末段階において、シンクレ
アやプレイフェア、イーデンのような自覚的な政
治算術からの展開のほか、デイヴィスやベンサム
のように統計的な手法をも取り入れて救貧への処
方に役立てようとの試みも登場したのであった。

5  むすび
以上のように、18 世紀のスコットランドおよ
びイングランドにおいて、人口動態や富裕・貧困
をめぐって、文明史論、政治算術、自然法則とい
う 3通りの見方が重なり合いつつ展開する様相を
概観した。
ロバート・ウォーレスとデイヴィッド・ヒュー
ムは、17 世紀末以来の文芸や学問観をめぐる古
代近代優劣論争を人口の多寡という領域に置き換
えて展開しつつ、都市と農村との関係や農業と商
工業との関わりなど、社会構造のあり方を検討の
俎上に載せた。ジャコバイトの緊張に直面しス
コットランド法のイングランド法との共通基盤を
描く課題に迫られたケイムズ卿は、やがて刑法や
所有権の根拠を示すために段階的な史論を活用す
るという経路を経て、スコットランド啓蒙に典型
的な 4段階論を提示した。これは食糧調達への努
力とも関わって、人口水準が進展するダイナミ
ズムを併せ考察したものであった。ケイムズや、
「商業社会」における富裕の増進と下層への波及
をポジティヴに描くアダム・スミスはエディンバ
ラのキャノン・ゲートに居住する知識人であった
が、そのキャノン・ゲートの教会を基盤に救貧問
題に関わっていたジョン・マクファーランは、第
4段階においてこそ貧困累積の問題が生じるとし
て、それへの処方の重要性を強調した。
ぺティやダヴナンドらにより租税や公債を主題

に展開した政治算術は、18 世紀後半になると公
債依存型の財政構造のもとでの年金制度の設計と
いう課題に促されて、人口動態を把握するために
活用されるようになった。人口センサスがいまだ
行なわれていないという状況のもとで、リチャー
ド・プライスが 1760 年代終盤以降、窓税や埋葬
許可書などの指標を用いて名誉革命後 1世紀近く
のあいだの人口減少傾向を主張し、逆に、ジョ
ン・ハウレットらが同様の手法を用いて人口増加
傾向を主張した。しかし 1780 年代後半以降、こ
の人口動向という主題は貧民の境遇と結びつけて
論じられるようになり、やがて、下層の生活境遇
を把握するための家計調査の手法を提示するデイ
ヴィッド・デイヴィスの試みなどが登場する。ま
た同じ時期に、国力を把握し、帝国の盛衰を数量
的に把握しようとのウィリアム・プレイフェアの
「線形算術」の提示のように、政治算術の変形も
登場した。
ウォーレスは 1753 年の書物で、1組のカップル
から人口が累積的に増加する数値モデルを提示し、
しかし実際にはさまざまな制約要因に妨げられて
このモデル通りには人口は増加しない、という議
論を提示した。人口の幾何級数的増加というマ
ルサスの説明に似通ったこの議論は、しかし、お
そらくこのウォーレスの議論とは独自に、ジョゼ
フ・タウンゼンドによって改めて提示される。 牧
草、 草食、肉食という3者間の相互作用のなかで、
ある文明史的発展段階のもとでの種ごとの数の自
然的均衡点の存在を描きだすタウンゼンドの議論
は、なによりも、救貧法のような人為的介入がい
かに均衡をかき乱して弊害をもたらすかを示すも
のであった。自然法則論のタウンゼンドにおいて
も文明史が活用されており、個々の文明段階ごと
に、食糧をとりまく諸条件と人口との間での均衡
の水準があるとともに、食糧を得ようとする努力
が諸主体をいかに能動的にするのかが示された。
思想系譜としてはイングランド側から 17 世紀
後半以降に登場した政治算術や 18 世紀後半の自
然法則論と、スコットランド側から 18 世紀半ば
以降に隆盛を迎える 4段階論は、部分的には相互
に議論のなかに浸透しつつ、人口と富裕や貧困と
いう具体的な問題局面に関わっていく。 そして論
者によっては、人間の内面的な動機のあり方や奢
侈と退廃をめぐる緊張など、文明への診断にも議
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論の射程を及ぼしていった。 51）

〔後記〕
 小論は、名古屋大学附属図書館 2008 年秋季特別展「西洋
近代思想と永井文庫 ― 最大多数の最大幸福を求めて ― 」
を機会としての永井文庫所蔵・18 世紀文献の調査をもとに
用意された。また、関心の一部は、2004 年 3 月の名古屋
近代思想研究会での報告が手掛かりとなっている。2008 年
の調査を可能にして下さった永井義雄先生と名古屋大学附
属図書館研究開発室の斎藤夏来先生、また 2004 年の報告
の機会を下さった安藤隆穂、 長尾伸一両先生、 そしてマク
ファーランを取り上げることに対してポジティヴなコメン
トと励ましを下さった水田洋先生にお礼を申し上げたい。
 なお、18 世紀文献についてはさまざまな手段により、で
きる限り初版本を利用しようと試みた。
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交代寄合高木家主従の明治維新

Kotai Yoriai  of the lords and vassals of the House of Takagi; 

Meiji Restoration

名古屋大学附属図書館研究開発室
Nagoya University Library Studies

石川  寛
ISHIKAWA, Hiroshi

Abstract
This paper presents a specifi c and concrete image of a group of retainers in the house of 

a direct retainer of the Shogun during the Meiji Restoration, using the Kotai Yoriai  of the 

House of Takagi as the subject of discussions. The house of Takagi, which owned Toki-

Tarago of Mino Province, was a direct retainer of the Shogun, and at the same time held 

the status of feudal lord in the Kotai Yoriai . It also had the same level of independence 

as a feudal lord in the execution of rights of possession. After the restoration of Imperial 

rule, the lords and retainers of the House of Takagi planned and executed the handover of 

possession rights on the level of Feudal Lords in the backdrop of pride as a Kotai Yoriai , 

having been among the fi rst to return to allegiance to the Emperor in response to the new 

government’ s measures to reorganize the old retainer system. However, unable to compete 

with the other feudal lords, as in the case of other direct retainers, the head of the family 

became a samurai descendent, and the vassals became commoners. Even after that, the 

lord / vassal relationship that accompanied the stipends between the head of the household 

and the former retainers who stayed with the house of Takagi in hopes of remaining part 

of a samurai family, buy this relationship was dissolved when the house of Takagi became 

subject to the Meiji government’ s order to terminate all retainer stipends. 

Keywords:  The House of Takagi（高木家），The lord / vassal relationship（主従関係），
Stipend disposal（秩禄処分）

はじめに
美濃国の時・多良郷を領地した旗本高木家は西
家（2300 石）、北家（1000 石）、東家（1000 石）
の三家から成り、一名美濃衆とも呼ばれる交代寄
合の格式をもつ家柄であった。交代寄合としての
高木家の特質をまとめれば、第一に江戸に在住

した多くの旗本とは違い関ヶ原後に時・多良郷に
4300 石を与えられて以降一貫して知行地に居住
したこと、第二に柳之間に詰め参勤交代をおこな
うなど諸侯並の待遇をうけ領主権の行使面におい
て諸侯とほぼ同じ独自性をもっていたこと、そし
て第三に役儀として上方への間道守衛と木曽三川
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流域の治水に関する川通御用を担っていたことが
あげられる。
高木家を含む、 明治維新期の旗本層について

は、これまで秩禄処分の観点から領主権の解体過
程が研究されてきた 1）。なかでも旧幕臣の構成―
秩禄の支給形態・格式・地域・系譜―を考慮しつ
つ旧幕臣の秩禄処分の全体像を示したのが千田稔
の研究である 2）。
これに対して、西家に属した史料群である高木
家文書 3）をもとに、個別領主の具体像を提示した
のが西田真樹と伊藤孝幸である。西田は現存する
日記類から知り得る高木家の新政府への働きかけ
を紹介するとともに、明治 2（1869）年の三家領
における農民運動の分析とそれへの高木家の対応
を明らかした 4）。伊藤は新政府への高木家の帰
順過程とそれに伴う領地村方の支配関係の変化を
追究し、また高木家が所持していた江戸拝領屋敷
の維新後の変容を豊富な史料を用いて解明してい
る 5）。
これらの調査・研究によって明治維新期の高木
家の動向については基礎的事実のかなりの部分が
明らかにされたが、それでも高木家の家臣団解体
の個別具体像についてはまだ検討の余地が残され
ている。高木家家臣に関しては、形成過程とその
特質については原昭午の分析があるものの 6）、主
従関係の解体過程については西田・伊藤の両氏も
含めて言及がなく、残された課題と考える。
交代寄合をはじめとする知行取旗本と家臣団の
主従関係は、明治 2年 12 月の禄制改革・上地に
よる領主権の解消と秩禄処分の進展によって最終
的に解体される。しかしこれまでは家臣団処分に
対する政府の方針に関心が向けられ、当事者であ
る家臣たちがそれをどう受けとめ行動したのか、
主従関係解体にあたっての彼らの認識と行動をみ
ていく視点に欠けていたと思われる。
そこで本稿では、明治新政府の旧旗本層再編策
に対する西高木家主従の対応と主従関係の変遷を
明らかにすることを目的に、まず高木家の早期帰
順の実態を検討してから、明治 2年 12 月の上地・
禄制改革により浮上した家臣の扶助問題を取り上
げ、秩禄処分へといたる過程において高木家の主
従関係にいかなる変化が生じたのか追究していき
たい（以下、特に断らない限り高木家は西家を指
す）。

なお、検討にあたっては、西家の高木家文書の
ほか、高木家文書の旧蔵者である高木貞勝氏が所
蔵する高木家文書 7）、東家に属した史料群である
美濃高木家文書 8）、水野録次郎氏収集の水野家
文書 9）および西家家臣の小寺平八郎を初代とす
る小寺家に伝わる小寺家文書 10）を利用した。典
拠を示すときは、 それぞれ西家・高木・東家・水
野・小寺と略記して整理番号を付す。

Ⅰ 旧旗本層の再編と高木家
明治新政府は、 早期帰順した知行取旗本 （高
家、 交代寄合、 寄合）に対して本領安堵を命じ、
「朝臣」に編入して中下大夫士の新たな身分へと
再編する。交代寄合である高木家も帰順旗本とし
て知られ、 王政復古後は京都に活動の場を移し
て、この新政府の旧旗本再編策に対応していくこ
とになる。
そこで第一章では高木家の早期帰順の実態とそ
の過程において同家がいかなる主張をしたのか検
討する。事実過程については西田・伊藤両氏の成
果と重なるところも多いが、西家の高木家文書以
外の史料も活用しながら、本稿なりに再検討して
いきたい。

1 　新政府への接近
戊辰戦争の始まりを告げる鳥羽・伏見の戦いの
情報が高木家へもたらされるのは慶応 4（1868）
年正月 5日のことである 11）。西家の高木弾正（の
ちの広、貞広）、北家の高木監物（貞栄）、東家の
高木達三郎（貞嘉）は、当初は朝敵となるとも関
東へ至情を尽くすことを本意としていたが、正月
下旬には方針を修正して新政府への接近をはかり
始める。
高木家に方針転換を促した要因の一つに、次の
正月 15 日付梶原大膳書状 12）の影響があったので
はないかと考えている。

    追啓
然者志原より愚知短才之私不顧、恐斯之形勢
ニ御座候ニ付可相成候へくハ朝廷へ御味方被
遊候様仕度、左様候得者関東之御手前も如何
と被思召候様存候得共、日月地ニ落候而も天
朝之替る事無御座候ゆへ愚才之私古御主家之
御事故寸志申上度、希者参与御役所へ其御家
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御相応之御用被仰下度との密々歎願建白ニ而
も被為在候得者御家之御為方ニも相成、且者
御報国之御趣意ニも相叶旁以宜敷様存候ニ
付、愚知之私ニ候得共前件無御聞捨御採用有
之候得者如何様共取計方も御座候間、尊公様
ゟ御主人始間部雄之丞様、東様へも宜敷様御
申上被成下候ハヽ小子ニ於而も本懐仕、何分
とも御家之御一大事ニも相成候様奉恐察候
間、乍寸志御為方専用ニ奉存、右之廉々呉々
も偏ニ御諫言御申上可被成下候様奉希上候、
右之件々御三所御承引ニ相成候ハヽ早速御三
家之御家来御上京ニ相成候か又ハ建白御差出
しニ相成候様仕度、於御上京者如何様共御示
談可申上、先者右之条々伏而奉願候、恐惶九
拝

梶原大膳は多良出身で当時は京都の白川家に勤
めていた人物である 13）。彼は、王政復古後の京
都政情に関する風聞書や慶喜征討令写を添えて、
この書状を西家家臣佐竹源助へ送り、朝廷への味
方、参与役所へ「御家御相応之御用」を願う建白
の提出、そのための家臣上京を高木家に薦めたの
である。
梶原書状が西家に届くのは正月 19 日であり、
翌 20 日には三当主が直に立ち会い「京師一条」
について話し合うことになる 14）。話し合いは殊
の外手間取ったが、「種々御一方ニ而茂御心配不
少御時節与罷成」 との判断から、 家臣を上京さ
せ、三当主連名の「御伺書」を参与役所へ提出す
ることになった。この方針に従い翌 21 日に三家
家臣の渡辺佐次右衛門 （西家）、 鈴木弥一右衛門
（北家）、平塚篤太郎（東家）が出立する。
さて、高木家が新政府への接近をはかり始めた
ころ、美濃の動静にも変化があった 15）。新政府
は正月 10 日に徳川慶喜征討令を発し、21 日に東
山道鎮撫総督岩倉具定が率いる東征軍が京都を進
発する。東征軍は 29 日に美濃に入国するが、こ
れより先、濃飛幕領収公に対する情勢視察のため
竹沢寛三郎が先鋒隊と称して美濃に入り笠松郡代
役所を接収していた。竹沢に前後して、綾小路俊
実を擁する赤報隊も東山道を進軍して美濃国不
破郡の岩手村陣屋を襲い、 21 日には加納城下に
入った。さらに隣国の尾張藩からも美濃の諸侯・
旗本へ積極的な勤王誘引の働きかけがおこなわれ

ていた 16）。こうした動きに対して美濃の諸侯・旗
本は多くが総督府に対して帰順の意を表明し、尾
張藩へ勤王証書を差し出すことになる 17）。
また、高木家とも関係の深かった大垣藩は、鳥

羽伏見の戦いに加わったことで一旦は朝敵となる
も、 藩主戸田氏共が謝罪歎願のため上京した結
果、宥免のうえ東山道鎮撫使の先鋒を命じられて
いた。このとき大垣藩の藩論を「勤王」に導いた
のが大垣藩士の小原二兵衛（鉄心）であり、小原
は後に高木家に対しても新政府帰順に向けて助
言・協力していくことになる。
上記の情勢に対して高木家は、まず 21 日に家

臣の伊藤嘉市
（一）

（西家）、山田清記（東家）、加藤養
左衛門（北家）を綾小路方へ遣し、兵糧米 150 俵
の目録を献上する 18）。この行為は高木家が「勤
王素志」を表した最初の事例として上京後に繰り
返し主張されることになる。
つづいて高木弾正は 26 日早朝にお忍びで親戚

筋の大垣藩家老戸田縫殿 19）を訪れ「当節之御時
勢御模様」を尋ねた。おそらくここで助言があっ
たのであろう、東山道鎮撫総督への対応を問い合
わせるため高木弾正は家臣の大嶽弁之丞を小原二
兵衛方へ遣わした。28 日に面会した小原は、大
嶽に対して急ぎ当主の「御書付」を総督へ差し出
すことが専一と助言し、総督への取り次ぎと書付
の添削を約束する。
東山道鎮撫総督が 2月朔日に大垣に着陣する

と、高木家は小原の助言に従い、大嶽弁之丞（西
家）、 加藤養左衛門 （北家）、 川添専左衛門 （東
家）を使者として三当主連名の「御書付」を総督
に提出する。しかし、このとき取次から「御書付
之趣致承知候、今般御復古之恐悦之儀者惣督様江
可申上、乍去主人自ラ登陣無之候而者不相成且其
上間道箇メ川筋之儀者是迄通可相心得旨被仰渡候
間、其旨銘々主人々江被相達候」と指摘されたた
め、2月 4日に三家当主が揃って登陣し総督へ拝
謁することになる。
ところで、大嶽らが書付を総督へ提出した 2日
2日は、上京家臣からの報告が多良へもたらされ
た日でもあった。 上京家臣らは五辻諸大夫 （安
仲、2月参与就任）の家臣岡本近江を通じて「御
伺書」を参与役所へ提出したところ、附札でもっ
てやはり当主の登京を求める沙汰があった。この
沙汰を「勅命」と受け止めた高木家では、大垣に
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つづいて三当主みずから上京することを決め、2
月 16 日の参内となるのである 20）。

2 　役儀の主張
高木家は、新政府要人へ家臣を派遣し、また自
ら出向くなかで、どのような主張をおこない、自
らをどう位置づけようとしていたのであろうか。
家臣の上京記録が現存しないので、高木家が参
与役所へ提出した伺書の文面は不明であるが、御
用日記には「王政ニ相成参與与申唱ニ相成候御評
定所江往古ゟ之御三殿様御用向御勤之御伝来等御
書立御願立ニ相成 21）」、「京都へ間道御固メ之趣
御伺ニ相成 22）」とある。また、二度目の上京の
折に新政府へ提出した書類には、綾小路に対して
「家来差出相応之御用等相勤度段奉窺」とあるの
で 23）、綾小路へも同じように何らかの書付を持
参した可能性がある 24）。
これに対して岩倉総督へ提出した書付は記録が
残っており、その文面が確認できる 25）。それは
以下のような内容であった（添削は小原による）。

今般王政御復古被為遊候段承知仕恐悦至極奉
存候、早速登京奉窺天機度奉存候得共、無
官之私共却而奉恐入候儀与差扣「

（削除）

慎」 罷在
候「
（削除）

間」「
（挿入）

天朝え尽忠之儀者従来之赤心ニ御
座候間方今之御機会何分」 宜鋪御取成之程奉
存候、附而者私共在所之儀者東海道・中仙道
両街道上方江之間道之要地従往古守衛仕居候
処、別而方今之御時勢尚更精々尽力警衛仕居
候、且又濃州・尾州・勢州川々水行奉行平常
兼役仕居候間、何卒是迄之通被仰付被下置候
「
（削除）

様仕度」此段奉願上候、誠惶誠恐謹言

高木家が新政府に対して、これまで間道要地守
衛と木曽三川流域の治水（川通御用）を担ってき
たことを主張し、その継続を要望していたことが
わかる。これが梶原大膳の書状にあった「御家御
相応之御用」を意味するのであろう。そして総合
的に判断すれば綾小路と参与役所へも同様の主張
をしたと考えられる。
高木家は上京後にも改めて同様の主張を繰り返
し、天機伺いのため参内した後の 2月 18 日にも
太政官に対して「峠箇メ川筋等支配之儀是迄之通
相心得可申哉」と連名で伺い出ていた 26）。

主張する二つの役儀のうち間道守衛について
は、慶応 3（1867）年に美濃郡代が国中取締方を
幕府に伺い出て許可されたとき、高木家は「私共
在所之儀者兼而上方江間道之儀ニ付関ヶ原御陣御
利運以後為非常之被為差置候旨従東照権現様奉蒙
台命居候儀ニ付、 常々其心得ニ而罷在候」 と訴
え、領内の間道取締は自分支配にするよう伺い出
ていた 27）。関ヶ原戦後に家康の台命を蒙ったと
の由緒にもとづき、非常時の間道守衛を自己の役
割と理解していたことが知り得る。実際、元治年
間の天狗党の挙兵以降、伊勢街道の下多良から
一之瀬に抜ける勝地峠に仮木戸を設置し備えてお
り 28）、また今回の上京時にも東征大総督有栖川
宮熾仁の進発にともない勝地峠を厳重に警固した
いとの理由で暇を願い 29）、許されて帰国した後、
勝地峠に番所を建設している 30）。
川通御用についても、高木三家は寛永年間以降

（1620 年頃～）、木曽三川流域で治水に関する普
請奉行をたびたび勤め、宝永 2（1705）年以降は
常置された川通掛（水行奉行）として年番で恒常
的に河川管理を担っていた。高木三家は京都から
帰国後も、4月に大原重徳が笠松裁判所総督に任
命された折（ただし着任前に裁判所廃止）、渡辺
佐次右衛門（西家）と鈴木弥一右衛門（北家）の
両人を遣わして「川々奉行之儀も大

（ママ）

政官江御届申
上置候義ニ御座候間、何分万端御差図被成下置候
様奉願上度」と申し入れた。さらに 6月に大原が
水害地方巡察のため笠松へ下向すると 31）、また
も三当主が出向き川通御用について伺いを立てて
いる 32）。高木家文書に残る「川通り御用従往年
私共勤来候儘」申し上げた書付 33）はおそらくこ
のとき持参したものであろう。
それでは、高木家が自己の役割と主張する間道
守衛と川通御用の役儀にはいかなる意味があった
のか。
千田稔は、維新後の交代寄合の多くが諸侯並
もしくは諸侯列化を企図して積極的な恭順・奉公
申請をおこなっていたことを指摘しているが 34）、
高木家の役儀主張もその一事例になると考える。
交代寄合はその成立事情から〈家系の由緒を尊
重された家〉と〈特定の任務を帯びた家〉に分類
され、後者の〈特定の任務〉の大部分が「地域、
拠点の守衛」であったことは、西田真樹が明らか
にしている 35）。〈特定の任務を帯びた家〉は地域
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で領主制を展開することで任務を遂行し、そのこ
とがその家を交代寄合たらしめた。高木三家が万
石以下でありながら交代寄合として諸侯並の格式
を許されたのは、在地にあって間道守衛と治水と
いう「地域、拠点の守衛」を担っていたからに他
ならない。その意味で、新政府に対して高木家が
同家の役儀として間道守衛と川通御用の役儀遂行
を繰り返し主張したのは、時・多良郷での諸侯並
の領主権存続を企図したものといえよう。
高木家は自家の由緒を「累世旧家ニ而徳川家ニ
於而茂尚客礼優待ヲ受、総而藩列同様領政手限所
置仕来候」 と主張し、 「累代之家格籏下同様相成
候而者悲歎之至」との自負をみせている 36）。役儀
の主張はかかる自己意識にもとづく行動であった。

3 　本領安堵と中大夫拝命
新政府は、旧旗本層に対する再編策の最初とし
て、慶応 4年 5月に滞京の帰順旗本に本領安堵を
命じ、高家以下の家格を廃して新たに中大夫（元
高家・元交代寄合）、下大夫（元寄合・元両番席
以下席々千石以上）、上士（元両番席以下席々千
石以下百石迄）の三等席とした 37）。
この情報を笠松県から偶然伝え聞いた高木家で
は渡辺佐次右衛門を京都の五辻諸大夫へ遣し、情
報収集のため京都留守居屋敷を取り繕うので諸侯
同然に触面を順達されるよう依頼するが、逆に
五辻から「何分当春伺天気ハ相済候得共、本領安
堵之御書下未タ無之、左候者バ一先主人上京之上
本領安堵之願達相済シ其上諸事願方も可有之」と
助言されたため、三当主は急遽再上京を決意す
る 38）。
京都へ到着 39）した三当主は 7月 9日に弁事伝
達所へ「今般私共同席之者共御朱印頂戴御誓紙被
仰付候趣承知仕候間、何卒格別之御憐愍ヲ以此段
宜御取成御沙汰奉願上候」と申し出て再上京の意
図を説明した。
上京した高木三当主に対して本領安堵と中大
夫列席の沙汰がなされるのは 11 月 4 日であった。
11 月まで沙汰が延びたのは、同時期には入京者
が多く調査に時間がかかったためである 40）。7
月に再上京してから 4ヶ月も待たされたため不安
が募ったのであろう、本領安堵の当日に京都供方
が在所役人へ送った書状からは高木弾正と家臣た
ちの悦びと安堵の様子が感じ取れる 41）。

しかし、本領安堵と中大夫拝命は新政府の新た
な制度的枠組みに組み込まれたことを意味し、そ
れは高木家の在地での領主制の展開に影響を及ぼ
した。
第一に、伊藤孝幸が明らかにしたとおり、本領

安堵と同時に万石以下の知行所は最寄りの府県支
配にするとの沙汰があったため、中大夫時代の高
木家の領地村方支配は、笠松県による支配実施に
よってかなりの影響をうけることになる 42）。
第二に、中大夫高木家が大きな問題として直

面したのが東京定府指令である。明治元年 11 月、
新政府は京都住居以外の中下大夫士に東京定府を
命じたが、江戸に在住した大半の旗本とは違い一
貫して自領に在住し地域の守衛を務めてきた高木
家にとって東京定府命令は「大御迷惑之御儀」で
あった 43）。そこで高木弾正は 12 月 19 日に病気
を理由に東下猶予を願い出る 44）。これは認めら
れるが、実はこのとき北家の監物、東家の達三郎
はもとより同列の最上駿河守、朽木主計助、伊東
鑒之助、小笠原兵庫助らも同じ理由で東下延引を
出願していた 45）。在地にあって領主権を行使し
てきた元交代寄合たちにとって東京定府は忌避す
べき事態であったことがわかる。
こうしたなか、明治 2年正月に、高木三当主を

含む中大夫 8名が連名で「准テ諸侯江御役義奉蒙
勅許度」と願い出た 46）。これは東京定府命令に抵
抗する元交代寄合らの諸侯列化要請であったが、
認められた形跡はない。
その後、高木三当主は連名で、「皇傍」を離れ

るのは身を割る苦しみであり「闕下之辺」で奉公
したいこと、また「元来於旧幕府茂客礼優待ヲ受
代替り之節一度関東江罷下り一謁而已ニ而始終美
濃国ニ在住居仕候」ことを理由にあげて改めて東
京定府免除を歎願した 47）。この結果、東京定府は
免除となり、代わりに京都移住を命じられる。
その後も高木家主従は旧地復帰の思いを持ち続

け、翌年士族に再編され移住の自由が認められる
と「従往古土着罷在候ニ付旧領地住居仕度」と
申請して 48）、三家そろって旧領地への復帰が実
現する。 後年、 家臣たちはこの経緯を 「本領御安
堵、 其後数月ヲ経ス東京定府ヲ仰出サレ千苦万労、
終ニ今日ノ土着安逸ニ及ハルヽ」と振り返ってい
る 49）。
第三に、本領安堵・中大夫拝命による朝臣化は



－ 28 －

高木家が自己の役割と主張してきた役儀にも影響
が及んだ。
間道守衛と川通御用の継続を求める高木家の請
願に対して、これまで新政府の沙汰を記した記録
がないため、新政府は何等返答をしなかったと考
えられてきた 50）。しかし高木家は、岩倉総督か
らもしくは最初の上京時に間道要地守衛と川通御
用をこれまで通り仰せ付けられたとたびたび主張
している。一例を挙げれば、江戸留守居への届書
には「去

（２月）

月八日上京仕候処、為伺天機参内可仕旨
為仰出、猶又其後往古ゟ蒙台命居候仲仙道間道守
衛并川筋御用等之儀前々之通在邑ニ而相勤候様於
太政館

（官）

被仰渡候」とある 51）。高木家が主張する
新政府の沙汰がどのような意味合いのものだった
のかは俄には判じがたいが、2度目の上京中の明
治元年 10 月に「主人今以在所ニ於而御用相勤罷
在候哉」との問い合わせに対して、勝地峠の固め
と水行支配を勤め上京中は家臣たちに取り締まり
を申し付けていると答えており 52）、参内後も両
役を継続していたことがわかる。
ところが、明治元年 11 月に笠松県が上申した
治水施策に関する建言 53）が、高木家の川通御用に
終焉をもたらす。笠松県は上申書のなかで「濃州
多良住居高木三家、 以前ヨリ水行奉行相勤来候、
右ハ西濃石津郡聊水縁モ無之山間ノ住居、無謂次
第ニ御坐候、速ニ被廃候テ可然奉存候事」と指摘
し、 これが新政府によって採用されたからである。
それではなぜこの時期に笠松県は上申に及んだ
のか。それは、前述のとおり、同月に高木家の本
領安堵・中大夫拝命がなり、高木家の知行所は最
寄りの府県である笠松県支配となったからではな
いだろうか。つまり、領地支配権を得たことで笠
松県は統一的な治水政策に乗り出し、それが高木
家の役儀そのものを解消に向かわせたのである。
なお、間道要地守衛についても、明治 2年 2月
5月に高木家から「東北御静謐」と「今般諸向御
関所御廃止」を理由に警固人の引き払いを申し出
たことで解消されたと考えられている 54）。

4 　高倉天皇と高木家
間道守衛と川通御用の役儀が解消されるなか、
高木家主従たちは「此上者京都御移住御相当之御
用向ニても御勤被遊候ハヽ再

（最）

上之御願望 55）」と考
え行動する。すなわち、東京定府問題に併行して

京都における自己の新たな役割を模索したのであ
る。それが高倉院廟所警衛であった。

臣先祖高木信光義、高倉院様ニ初而奉仕、大
和国ニ而受領仕、只今ニ至り家相続仕候義、
全高倉院様之御高恩故ト難有仕合奉存朝夕奉
仰候、附而者聖廟之儀奉願候茂誠ニ以奉恐入
候義ニ者御座候得共、 御高恩万部

（分）

一之為瞑
加、右聖廟御修覆等奉申上、在京永世警衛被
仰付被下置候ハヽ重々難有仕合奉存候、其上
若非常之節者奉蒙御用粉骨砕身勉励仕度覚悟
ニ御座候、乍恐此段奉願候、以上

これは明治 2年正月に弁事役所へ提出した願書
である 56）。高倉天皇（在位 1168 ～ 1180）の廟
所を修覆し、かつ在京して永世その警衛にあたり
たいとあるが、その理由を高木家の先祖信光が高
倉天皇に奉仕し大和国で受領したという由緒に求
めている。
この信光とはどのような人物なのか。弘化 3

（1846）年に作成された「先祖書」には次のよう
に記されている 57）。

清和天皇之玄孫大和守頼親五世八条院判官代
信光始住和州高木邑因号高木信光、後胤累世
居于勢州
信光ヨリ十五代孫成信男

一元祖  本国伊勢
生国美濃   高木丞之介貞政

江戸時代の系図で高木三家共通の元祖とされる
のは美濃斎藤氏に仕えたとされる貞政であり、そ
の嫡孫貞久が二代、 その次の代で貞利（西高木
家）・貞友（東高木家）・貞俊（北高木家）にわか
れる。「先祖書」からは、信光は初めて「高木」
を名乗った人物として特別視されていたことがわ
かる。しかし高倉天皇に奉仕したことは記述され
ていない。これは寛政 3（1791）年作成の「先祖
書」でも同様であり 58）、江戸時代の系譜では信
光と高倉天皇との関係をとりたてて強調する様子
はみられない。それは維新直後も変化はなく、慶
応 4年 8月に新政府へ提出した「御取調ニ付御請
書」においても家筋由緒の記述は同じである 59）。
変化が確認できるのは中大夫拝命以降である。

明治元年 12月に提出を求められた高附帳において
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高木弾正は次のような由緒を書き添えていた 60）。

右者元祖八条院判官代高木信光、嘉応承安年
中奉仕高倉院ニ家領賜於大和国、其後五代目
迄大和国ニ住、六代目従五位下高木正秀元弘
三年美濃国ニ転住仕、正秀ヨリ九代目高木貞
政弘治年中同国釜檀城主ト成、其比織田信長
ヨリ家領安堵之証書ヲ賜、貞政忰従五位下高
木貞久永禄年中同国駒野城主ト成、後移于同
国今尾城、織田家ヨリ家領証書ヲ賜、貞久忰
従五位下高木貞利同居于美濃国駒野城、後移
于今尾城、織田家ヨリ壱万千四百四拾九貫文
之家領証書ヲ賜、天正年中豊臣秀吉ニ被削領
地、慶長年中移同国多良ニ、徳川家ヨリ弐
千三百四石余之家領証書ヲ賜、已後代々受領
仕候処、今般往古之通朝臣被仰付、其上本領
安堵之御朱印頂戴仕、瞑加至極千々万々難有
仕合奉存候、以上

ここでは、信光が高木家の元祖とされ、彼が高
倉天皇に仕えて大和国に家領を賜ったことを高木
家の始まりとし、今般往古のとおり朝臣となった
と結ばれる。したがって信光と高倉天皇との関係
は、維新後の朝臣化に伴い強調しはじめた由緒と
いえる。
しかし、今回の請願は展望があって取り組んだ
ものとは言い難かった。弁事役所より「高倉院様
之聖廟之義者禁裏ゟ御修覆被遊候、何歟見込ミ有
之事ニ候哉」と尋ねられても、高木弾正は別に見
込みがあって願い出たわけではなく先祖が初めて
奉仕して高恩を蒙ったからと答えるのみであり 61）、
廟所修覆と警衛が認められるはずもなかった。
ただし、「高倉院御由緒も有之義ニ候ハヽ時々
参拝之義ハ伺之上御差図ヲ受可申事」との通達も
あったため、高木弾正は山陵総管万里小路博房へ
参拝を願い、3月 16 日、京都東山の清閑寺裏に
ある高倉天皇の廟所へ初めて参拝した 62）。だが、
高倉院廟所との係わりはこれ以降確認することは
できない。
高木家は新たな役割を得ることなく中大夫時代
を過ごし、明治 2年 12 月の禄制改革を迎えるの
である。

Ⅱ　高木家家臣の扶助問題と主従関係
版籍奉還後の明治 2年 12 月に政府は布告を発

し、支配下に組み込んだ旧旗本層の禄制改革に着
手した。その要点を記せば、①中下大夫士以下の
称を廃して士族・卒と称す、②彼らの知行地を上
地し地方官貫属として廩米を下賜、③その禄制を
21 等に整理、である 63）。これにより西家の高木
広（明治 2年 8月改称）は 2300 石の知行地を上
地されて領主権を喪失し、京都府貫属士族として
現米 105 石を支給される存在となった 64）。
この改革にともない高木家では家臣扶助の問題
に直面し、家臣団の解体が進行する。第Ⅱ章では
士族時代における家臣の扶助問題への高木家主従
の対応を検討し、 主従関係の変遷を明らかにする。

1 　高木家の家臣たち
まず、 当該期の高木家の家臣構成を確認した

い。表は高木家文書に残る史料から家臣の変遷を
まとめたものである。
家臣の構成を知り得る史料として、江戸時代の

士帳や順席帳、維新期の人数帳や士籍書がある。
後者は明治政府や府県に提出したもので、高木
家文書にはその控や下書が数種類残っている 65）。
それらを比較検討した上で、表では、ⓐ慶応 2年
正月改の「御家中士帳并御役附 66）」および「足
軽之輩順席帳 67）」、ⓑ中大夫高木弾正の名義で明
治 2年 2月に提出した家来の人数帳 68）、ⓒ士族
時代の明治 3年 5月に京都府へ提出した「家族并
家来人数帳 69）」とⓓ笠松県へ差し出した「高木
広家来士籍書 70）」をとり上げた。
史料を通覧すると、個人単位の士帳から家単位

の人数帳・士籍書へと幕末から明治にかけて記載
方法に変化がみられ、家単位で言えば明治維新の
時点で譜代 29 家が確認できる。
また、抱席では足軽 8人、足軽格 30 人前後の

存在が確認できる（表では足軽のみを掲載）。こ
のうち水谷千代蔵・仲谷善蔵・水谷藤蔵・平野忠
蔵の足軽 4人は、明治 3年以降の人数帳・士籍書
に家として記載される。したがって高木家におい
ては、この足軽 4家と譜代 29 家の計 33 家が士分
扱いされていた家臣と考えられる。彼らが以下で
検討する扶助問題の対象となる 71）。
次に禄制改革直後の高木広の家臣への対応をみ

ておきたい。
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西高木家の家臣
慶応 2年正月

ⓐ
明治 2年 2月

ⓑ
明治 3年 5月

ⓒ
明治 3年
ⓓ

明治 3年扶持
ⓔ 備 考 明治 2年 12 月の禄制改革以後の動向 帰農届

ⓕ
三和六左衛門 家老格 慶応 3年 8月死去

  為司 給人 譜代家来 家来 ○ 2口 慶応 2年 8月家督 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 堂之上村

伊東幾右衛門 用人 譜代家来 家来 ○ 2口 禰宜村

  嘉一 給人 1口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取

渡辺佐次右衛門 用人 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 北脇村

大嶽弁之丞 用人 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 禰宜村

三輪武左衛門 給人 譜代家来 家来 ○ 2口 江戸・東京留守居（～明治 2年 11 月）明治 7 年 7 月一人扶持奉還、一時金35 円請取 禰宜村

森大助 近習 慶応 4年正月病死届
 幸之助 家来 ○ 明治 2年 4月養子縁組願 北脇村

 政太郎 明治 5年幸之助養子離縁・大助孫政
太郎へ跡式願

明治 10 ～ 13 年金禄利子 3円 58 銭 1
厘 5 請取、明治 14 年一時金 80 円請
取

小寺勇 用人 譜代家来 明治 2年 4月隠居

  勇之助 近習 家来 ○ 2口 明治 2年 4月家督 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 北脇村

三輪忠右衛門 近習 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 堂之上村

  昇五郎 側中小姓 1口

小寺林平 近習 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 北脇村

佐竹（大嶽）源助 近習 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 2年 12 月大嶽姓相続願 （明治 5年ヵ）10 月暇願 禰宜村
栗田源吾 近習 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 3年 7月暇願

中原養元 医師無席 譜代家来 家来 ○ 1口外 1俵 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 禰宜村

渡辺春林 医師無席 譜代家来 不法働につき明治 2年 11 月永之暇

林寅助 側中小姓 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 北脇村

小寺助右衛門 家来 ○
嘉永 4年 12 月永之暇、明治 2年 9月
帰参願。東京屋敷守衛（～明治 5年
3月頃）

明治 7年 8 月半人扶持奉還、一時金
17 円 50 銭請取 北脇村

三輪孫六郎 用人 譜代家来 明治 3年隠居

  健蔵 家来 ○ 明治 3年家督（養子）
明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、 明治 14 年一時金 80 円請取
（三輪幾太郎名義）

禰宜村

平塚忠四郎 中小姓格 譜代家来 家来 ○ 2口 朝廷扶助金 25 両（5ヶ年） 禰宜村
喜多川江之右衛門 近習 譜代家来 2口 明治 3年 2月暇願
小寺善八 中小姓格 譜代家来 家来 ○ 2口 朝廷扶助金 25 両（5ヶ年） 北脇村
三輪作右衛門 台所役 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 3年 11 月隠居願

  猛太郎 小小姓 1口 明治 10 ～ 13 年金禄利子 7円 16 銭 3
厘請取、明治 14 年一時金 80 円請取 堂之上村

日比弥三右衛門 台所役 譜代家来 家来 ○ 2口 明治 7 年 7 月一人扶持奉還、一時金
35 円請取 禰宜村

河合治作 徒士 譜代家来 家来 ○ 1口半 朝廷扶助金 25 両（5ヶ年） 禰宜村
喜田瀬兵衛 徒士 譜代家来 家来 ○ 1口半 明治 3年 6月帰農願
小寺武兵衛 中小姓格 譜代家来 明治 3年正月隠居
  栄之助 徒士 家来 ○ 1口 明治 3年正月家督 朝廷扶助金 25 両（5ヶ年） 北脇村

小寺孫八郎 徒士 譜代家来 家来 ○ 1口 明治 7 年 8 月扶持米 8 斗奉還、一時
金 15 円 55 銭余請取 北脇村

三輪文右衛門（中西範助） 徒士 譜代家来 家来 ○ 1口 （明治 3年）3月 10 日姓名改願 ？

三輪弁右衛門 徒士 譜代家来 家来 ○ 1口 明治 7 年 8 月扶持米 8 斗奉還、一時
金 15 円 55 銭余請取 堂之上村

坂（佐竹）篤太郎 譜代家来 家来 ○ 1口 明治 3年中に改姓。妻は佐竹源助妹 朝廷扶助金 25 両（5ヶ年） 禰宜村

井口林右衛門 譜代家来 家来 ○ 玄米 2俵 明治 7 年 8 月扶持米 2 斗奉還、一時
金 3円 88 銭余請取 堂之上村

水谷千代蔵 足軽 抱席家来 家来 ○ 1俵 ？
仲谷善蔵 足軽 抱席家来 家来 ○ 2俵 朝廷扶助金 20 両（5ヶ年） 北脇村
水谷藤蔵 足軽 抱席家来 家来 ○ 2俵 明治 6年 9月隠居願 朝廷扶助金 20 両（5ヶ年） 堂之上村
平野忠蔵 足軽 抱席家来 家来 ○ 2俵 朝廷扶助金 20 両（3ヶ年） 禰宜村

水谷今蔵 足軽
三輪吉蔵 足軽 抱席家来
  浅蔵 足軽 兵隊
森勇蔵 足軽 抱席家来 兵隊
川添勇七 抱席家来 兵隊 北脇村
平野儀平 抱席家来 兵隊

典拠）ⓐ慶応 2年正月改「御家中士帳并御役附」（西家 C 1-3-29）、慶応 2年正月改「足軽之輩順席帳」（西家 C 1-3-32 あ）
   ⓑ明治 2年 2月人数帳（西家 C 1-3-36〔家臣書上〕）
   ⓒ明治 3年 5月京都府へ提出「家族并家来人数帳」（西家 C 1-3-50）、「兵隊」は「兵隊となる家来」のことで全 26 人が記載されている
   ⓓ明治 3年笠松県へ提出「高木広家来士籍書」（西家 C 1-3-45）、○は当主として記載されていることを意味する
   ⓔ明治 3年正月の「当年御扶持被下之覚」（西家 H 1-1-121「御規則日記」）
   ⓕ明治 4年 7月 24 日笠松県へ提出の帰農届案下（西家 C 2-4-29）
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明治 2年 12 月 18 日、高木広は今回の措置で
「主従之情実ニ付家来共動揺仕候而者奉対朝廷江
恐入奉存候」なので在所へ戻り家臣に対し示諭し
たいと申請し 72）、翌年 3月上旬まで一時帰国し
た。
そして年が明けた正月 20 日、高木広は家中一
同を集めて以下のような 「当今之御規則」 を示
し、禄制改革による厳しい状況のなか当年の扶持
のみは保証するとして「当年御扶持被下之覚」を
伝えるのである 73）。

今般従朝廷更被仰出候御布告去冬一同江拝見
被仰付赤心建言可致旨被仰出、本月六日各通
建言有之候処、一同之赤心神妙ニ被思召出格
之御布

（扶）

助も被為在度被思召候得共、何分御布
告之御趣意之通ニ而難被為行届、先当年之処
者是迄之通御扶持而已被下置候間、銘々活計
之道相立候様可致旨
右ニ付勤向惣而被免、身分之義者是迄之通り
可為事
一御用人之内壱人宛昼計相詰候事
一 是迄詰所当番相勤候者申談昼夜壱人ツヽ相
詰可申、御台所同断相詰候事

   但出勤帳拵置出仕之銘前印置可申、相当
之御手当被下置候事

一 御役用ニ而臨事
（時）

出勤致候向江も夫々御手当
被下度被思召候得共、迚も御行届不被遊候
間、銘々御高恩奉存精々御用弁可致候事
一御在邑中部屋住勤役是迄之通之事
  但自今已後持弁当出勤之事
一御朱印御番被免候事
一 文武稽古之義ハ更ニ被仰出ハ無之候得共、
熱心之向も有之候得者生活取続之暇出精致
候ハヽ神妙之義ニ思召候事

              渡辺辰弥
              喜田川三弥
              小寺弓之助
 御沙汰有之候迄、是迄之通相勤可申事

   当年御扶持被下之覚
〔中略、表のⓔに記載〕
 此米弐百九俵三斗
  但 壱人分ツヽ者是迄之通り隔月ニ被下、

一人分ツヽ者極月御渡之事

  右之通被仰出候上、猶御家中御扶助之義朝
廷江御歎願も被遊候思召ニ候間、若朝廷ゟ
御扶助も被下置候者江者「

（挿入）

弐口之内」一口
分御減シニ相成候事

  尤已下右ニ順シ候事
一 当年之処者昨冬之御収納米少分有之候間ヶ
様御扶持も被下置候得共、明年ゟ之御扶助
之義昼夜御苦慮被遊候得共、更々御見留も
不被為付、御心痛被遊候義故、尚御見定茂
被為附候ハヽ折而御沙汰ニ相成候間、銘々
に茂精々永年取続之覚悟致し見込も相付候
者ハ可申出候也

この一方で高木広は、政府に対してこれまで通
り中大夫席の存続を願うとともに「三代以上相恩
之者相応之御扶助被成下置候趣難有仕合奉存候、
三代以下之者ハ旧主ニ而扶助仕度候得共、此度更
賜候廩米ニ相成候而者迚茂召遣候義難行届、無余
義暇遣候ヨリ外無之」と訴えたようである 74）。
ここで〝三代以上以下〟とあるのは、今回の禄

制改革にともない政府が「其家来共三代以上相恩
之者ハ相応之御扶助可被下候」との方針を示して
いたことに拠る 75）。のちに奉公年数・出兵有無・
元禄を基準とした士族陪従に対する扶助金支給規
則が定められるが、もとより朝廷扶助は年限付で
あり、彼ら家臣たちを士族卒身分に編入せずに帰
農商させるのが目的であった 76）。
こうした朝廷扶助に対して高木広とその家臣た

ちはどのように対応したのであろうか。

2 　朝廷扶助をめぐる家臣の動向
旧領地への復帰を許された高木広は明治 3年 6

月に多良へ戻り笠松県貫属となる。移住後は早速
家中一同に対して 「今般従朝廷御扶助之義頂戴
致・不致哉之趣」につき書付をもって回答するよ
う仰せ付けた 77）。
これに対して家臣たちは「活計之道」と「主従

之道」のはざまで悩むことになる。たとえば、足
軽の水谷藤蔵・仲谷善蔵・平野忠蔵は連名で、私
共は極めて難渋し生活凌ぎ方の見込みもないが
朝廷扶助を頂戴してはこれまで厚恩を蒙ってきた
上様とたちまち離散することになるので扶助を願
うつもりはない、それで「活計之道」をどうする
か苦心している、我々では判断ができないので
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「上様之思召御沙汰」を伺いたい、と回答してい
る 78）。また、近習の小寺林平も、「国王」（彼は
天皇をこう呼んでおり興味深い）よりの扶助を頂
戴しないのも、（朝廷の扶助をもらい）主従離別
するのも、どちらもしがたいと迷い、同様に「御
上思召之御沙汰」を願い出た 79）。
朝廷扶助を受けて主従関係を解消するかどうか
の判断に苦しんでいる様子がうかがえる。結局、
当主の「被仰出候御趣意」を受けて足軽たちは朝
廷扶助を受けることに決め 80）、小寺は朝廷の扶
助は頂戴せずにこれまで通り「御家来」でいるこ
とを望んだ 81）。
表からは用人・給人・近習たちはおおむね朝廷
扶助を希望せず家臣でいることを望む傾向にあっ
たことが読み取れる。
その後、高木広は、改めて朝廷の扶助を願うか
否かの判断を尋ね、扶助を受けずにこれまで通り
「御家来」を願う者へはその格席に応じて手当を
支給することを伝えた 82）。

此頃従朝廷御施行之義ニ付頂戴之有無一統江
御尋之処確定申上候向茂有之候得共、取留難
キ小輩茂有之候間、今一応御尋
   左之通
一 是迄之通御家来相願候向江者別紙之通御手
当被下置候事

一 朝廷江御扶助相願候向江者乍御不本意被下
候儀難御行届候事

 右両様決而無遠慮確定可申出事
  但御足軽之向江も前同様之事

「別紙」 にある手当金の内訳は、 給人席 50 両
宛、近習席 48 両宛、中小姓席・台所席 47 両宛、
徒士席 45 両宛、三輪謙

（健

三
蔵）

・森幸之助 35 両宛、井
口林右衛門 15 両で、 足軽は仲谷善蔵 25 両、平野
忠蔵 20 両、水谷藤蔵 15 両という割合であった。
主君からの「御尋」に対して、朝廷扶助を受け
ないと決めた家臣たちは揃って手当金の辞退を申
し出た 83）。その理由は次のとおりである。①勝
手向も厳しく減禄となるなかで莫大の御金を頂戴
することはできない、②もとより「御扶給等」を
頂戴するつもりはなく自力にて奉公するつもりで
あるので手当金は強いて辞退する、③したがって
「御家之士籍」 から除かれずこれまで通り「御召

仕」くだされることを願う。
朝廷扶助を拒否した家臣たちは「御家之士籍」
にあることを何よりも望んでいたのである。
次に、朝廷扶助を願い出た者は小姓・徒士・足
軽に多い（表参照）。台所方日記（西家 F 3-3-26）
の 7月 2日条によると、足軽 3人以外では、平塚
忠四郎・小寺善八・三輪作右衛門・日比弥三右衛
門・河合治作・中西範助・三輪弁右衛門・坂篤太
郎・井口林右衛門・小寺栄之助の 10 人が朝廷扶
助を希望したとあり、また笠松県への申請書であ
る「御扶助奉願候書付」の控 84）には上記 13 人に
加えて小寺助右衛門の名前もみえる。したがって
当初は 14 名の家臣が朝廷扶助を希望したものと
思われる。
朝廷扶助を願う回答書は、足軽 3人のもの以外
には、坂篤太郎、中西範助、平塚忠四郎、三輪弁
右衛門の 4通しか残っていないが 85）、どれも同
じく家禄から扶持を頂戴することに配慮し（家禄
を費やして疲弊し万一のときに「君臣一和」で奮
発できないとなっては嘆かわしい、減禄の時節を
も憚らず家禄を費やしては恐れ入るなど）、朝廷
が下賜する施行を受けて生活を営むことを申し出
ていた。
彼らは 7月朔日付で「別心」なき旨の確認書を
提出し 86）、ここで申請者が確定する。
ところが、笠松県の記録である明治 3年 10 月

「管内所在旧旗下陪従ノ者御扶助金ノ事 87）」をみ
ると、実際に受給者として名前があるのは 8人
（表参照）であった 88）。高木家側の扶助金請取書
控 89）も同様である。
名前のみえない家臣 6人のうち、三輪弁右衛門
と日比弥三右衛門については 9月付の辞退届が
残っている 90）。彼らは朝廷扶助を頂戴しては「主
従之道」が立ちがたいとして考えを改め、どのよ
うな苦心を重ねても生活を続け奉公したいと申し
出ていた。他の 4人も同じように「生活」と「主
従之道」の間で再考し、辞退を申し出たのではな
いだろうか。
また、朝廷扶助を申請することなく暇を願い旧
里へ去っていった者もいた。近習の喜多川江之右
衛門は、明治 3年 2月に早くも、生活の道が立ち
がたいので親子とも家名を返上し退臣したいと申
し出る。高木家はこれを認めるものの、このとき
「未タ御家之御進退御取極ニも不相成内御家之御
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一大事茂不奉存自身一己之活計而已思惟致御暇願
立候段、君臣之情実ニ相外レ御不快ニ思召候」と
厳しい言葉を投げつけている 91）。
家臣たちが朝廷扶助の諾否に悩んでいる頃、6
月には徒士の喜田瀬兵衛が老年のために帰農を願
い 92）、7 月には近習の栗田源吾が朝廷扶助では生
活を続ける見込みがないと旧里へ退いた 93）。
同じく近習の大嶽源助は、朝廷扶助を断って家
臣として残り、 その後は高木家より一人扶持と
「活計金」（立木払下金）を頂いていたが、おそら
く明治 5年の 10 月に、それらを返納し暇を願い
出た 94）。大嶽は祖先が 5代貞勝の室に供奉して
下総国から移り住んだ家柄で、他の土着の家臣と
は違い田畑などを所有しておらず、また家族も多
く凌ぎ方に昼夜痛心する毎日であった。そのため
家族は旧里へ預け、自分は病気で臥せっている西
京の実父の所に同居して看病の傍ら活計の立て方
を考えたいと申し出たのである 95）。
こうして高木家家臣は朝廷扶持を頂戴した者、
暇を願い出た者、家臣として残った者にわかれ、
朝廷扶助を受けずに家中に残った者に対しては
明治 4年以降も高木広の家禄のなかから扶持が与
えられた 96）。明治 5年冬に記した「大凡見積帳」
では、家禄 105 石（俵にして 262 俵 2 斗）のうち
80 俵が家扶・寺院に宛てられている 97）。

3 　秩禄処分と俸禄奉還
高木家に残った家臣たちへ支給されていた俸禄

（扶持米）は、秩禄処分への流れのなかで、高木
家の家禄に連動して処分されていくことになる。
政府は明治 6年 12 月に家禄・賞典禄の奉還を
認め、希望者には産業資金として永世禄は 6ヶ年
分、終身禄は 4ヶ年分を一時に交付し家禄を打ち
切ることを決める。高木家の家禄は明治 4年 8月
に広が死去した後、養子の貞正が引き継いでいた
が、政府の布告を受けて貞正は家臣を集め次の相
談に及んだ 98）。

一 先般御達相成候現禄百石未満之輩奉還致シ
候得ハ一時御下金相成、百石以上之輩ハ家
禄之内ヲ以積立産業之見込相立候様可致御
主意之趣有之候、付而者当家之儀年内下賜
候家禄米ニ而暮シ方并夫々分賦致シ候得ハ
仕払之余可積立過米無之ニ付、如何仕法可

相立哉及相談候、別紙勘弁書差出シ候間一
同存寄無腹臓可被申聞候也

   三月          貞正

   別紙
一 家禄奉還致候ハヽ一同江相渡候扶持米三ヶ
年分一時ニ相渡可申事

一 家禄奉還不致候ハヽ此儘之家禄ニ而下賜候
内ハ一人口ツヽ、此上減禄ニも相成候ハヽ
一人口も其割合ヲ下渡ベシ

一 若一家禄不被下時節ニ至テハ致方も無之
付、今産業之見込相立テ一時ニ相望度候輩
ヘハ金三十五円与ベシ

  但シ九斗又ハ八斗・弐斗ノ輩
  右ニ照準其割合ニテ下渡スベシ
一 寺院之分ハ扶持米相断、年々金ニ而寄附ス
ベシ

家禄奉還の気運が高まっているなかで高木貞正
は、①家禄を奉還したときは扶持米 3年分を一時
に渡し（実際に 100 石以上の者が家禄奉還を認め
られるのは明治 7年 11 月である）、②家禄を奉還
しない場合は、政府より家禄を下賜されるうちは
一人扶持ずつ渡すが、減禄となったときはその分
を減ずることを家臣へ伝えるとともに、③家禄廃
止前のいま産業資金を希望する者へは一時金を与
えるとして帰農商を促したのである。
結論を言えば、このとき高木は家禄の奉還を見

合わせたが 99）、7 月から 8月にかけて日比弥三右
衛門・三輪武左衛門・小寺助右衛門・三輪弁右衛
門・小寺孫八郎・井口林右衛門の 6人が扶持米の
奉還と農工商のための資本金下付を願い出た 100）。
それらの請願は許され、明治 2年 12 月の改革以
降一人扶持を賜っていた三輪武左衛門と日比三
右衛門の 2人はそれぞれ 35 円を受け取っている。
以下、1人扶持＝ 18 斗に換算して、小寺助右衛
門は半人扶持奉還・17 円 50 銭請取、小寺孫八郎
と三輪弁右衛門は 8斗奉還・15 円 55 銭余請取、
井口林右衛門は 2斗奉還・3円 88 銭余請取で
あった 101）。三輪武左衛門と日比三右衛門を除き
俸禄の僅少の者が帰農商に応じたことがわかる。
つづいて政府は明治 8年より家禄・賞典禄の現
石支給を金禄に改め（明治 5～ 7年の 3ヶ年の貢
納石代相場の平均で換算）、翌年 8月には金禄公債
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証書発行条例を定めて家禄制度廃止に踏み切った。
高木家も公債と引き換えに家禄は廃止される。
同家の金禄公債は現存する明治 11 年下半期分利
子の請取書によると 4640 円（下半期利子は 139
円 20 銭）であった 102）。これは、笠松県の 3 ヶ
年平均米価が 1石につき 5円 05387 であったか
ら 103）、高木家の金禄は家禄 105 石× 5円 5銭余
として約 530 円 25 銭、金禄公債証書発行条例で
永世禄 500 円以上 600 円未満は 8年 9ヶ月分に相
当する額の六分利付公債証書を交付するとあるの
で、金禄 530 円 25 × 8. 75 ≒ 4640 円と算出され
たと考えられる（利子も 139 円 20 銭は 6分利の
半分にあたり計算が合う）。
高木貞正は上記の処分に連動して、家臣へ支給
していた扶持を明治 10 年分から金禄利子の支給
へと切り換えた 104）。具体的には、一人扶持の 11
人（渡辺佐次右衛門、大嶽弁之丞、伊東嘉一、三
和為司、小寺勇之助、小寺林平、三輪忠右衛門、
中原養元、林寅助、三輪猛太郎、三輪健蔵）に対
しては 79 円 59 銭の 9朱利（ 9％）にあたる 7円
16 銭 3 厘を年 2回にわけて支給した（上半期 3
円 50 銭、下半期 3円 66 銭 3 厘）。半人扶持の森
政太郎はその半額にあたる 3円 58 銭 1 厘 5（39
円 79 銭 5 厘× 0. 09）である（上半期 1円 75 銭、
下半期 1円 83 銭 1 厘 5）。
この一人扶持 79 円 59 銭という額は、おそらく
は高木家の金禄と同じ方法で算出したのであろ
う。すなわち、一人扶持を 1石 8斗として、前述
の平均米価に 8年 9 ヶ月分を掛ければ約 79 円 59
銭となる（1. 8 × 5. 05387 × 8. 75 ≒ 79. 59）。
金禄利子の下げ渡しは明治 13 年まで 4年間つ
づいた後、残る家臣たちは元金の一括支給を願
い出たようである。たとえば明治 13 年 6 月の日
付がある小寺林平の願書控には次のようにあっ
た 105）。
私儀追々老年ニ至リ稼業等モ難行届、然ルニ
目今諸色沸騰ニ際シ今日ノ生計ニ差閊殆ント
当惑罷在候、就テハ是迄一口扶持年々賜リ候
処、前述スル如ク情実ニ付、御憐ノ上特別ノ
思召ヲ以テ右年々賜ル一口扶持ノ金員今般一
時ニ御下渡相成ル様奉願候也

これに対して高木貞正は、以後は公債証書六分
金の割合をもって下げ渡すとした。だが、家臣た
ちは、それでは「一戸活計之資本」には成りがた

いので先君（貞広）の意志どおり玄米にて一人扶
持（森政太郎は半人扶持）を永々頂戴したいと歎
願したので 106）、高木貞正は初めの歎願どおり翌
年 2月に元金として 80 円を 12 人全員に一時支給
することになった 107）。
明治 2年末の禄制改革・上地以降も高木家は家
禄のなかから元家臣たちへ扶持（扶助）を支給し
主従関係を維持してきたが、扶持を金禄公債に切
り換え、その元金を一時に支給したことで、残っ
た家臣たちも「御家之士籍」から除かれることに
なったのである。

おわりに
これまで通り「御家来」であることを望み朝廷
扶助を申請しなかった家臣たちは、その後も「御
家之士籍」から除かれることなく高木家から俸
禄（扶持米）が支給された。しかしながら、これ
は彼らが「士族」の身分に編入されたことを意
味するのではない。実際、高木家の家臣たちは
明治 4年 7月に帰農したと笠松県に届けられてい
る 108）。
年代は不明ではあるが、高木三家の元家臣たち
は共同で士族身分への編入を求める請願運動を計
画しており 109）、帰農後も彼らは士族身分へのこ
だわりを持ち続けたようである。もちろん彼らが
士族に編入されることはなかった。
明治新政府は、 版籍奉還により諸侯 （万石以
上）の家臣を士族としたが、元中大夫（元交代寄
合）らの家臣については士族卒身分に編入する方
針をとらなかった。これは諸侯は華族身分となっ
たが、元中大夫らは士族身分になったという元主
家の再編の相違に起因している 110）。
高木家は新政府へ早期帰順するなかで、交代寄
合としての自負を背景に諸侯並の領主権存続を企
図したが、諸侯列化はならず他の旗本同様に「士
族」へと再編された。このことが、その後の高木
家主従のあり方を規定したのである。
「御家之士籍」を望みながら帰農に至った経緯
の一端については、伊藤嘉一・大嶽弁之丞・渡辺
佐次右衛門が連名で作成した明治 12 年 9 月付願
書からうかがい知ることができる 111）。

然シテ土着ニ相成ル〔旧領地復帰〕ト雖モ広
野ニ独立スルカ如ク御家ノ目度朦昧ナルヲ以
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テ君臣ノ動議一ト方ナラス、其動議ノ定則ハ
君臣ノ表面相離ルヽト雖モ内部水魚ノ如クセ
ント、此ノ如ク決スル上ハ先ツ御家ノ会計ノ
見込先一ツナルヲ以テ微少ナカラ二口ノ内一
口ヲ君ノ会計局ヘ投シ御借財等ノ費用ノ一端
ヲ供ス、其御借財モ光陰ヲ経ルニ順ヒ次第ニ
事済ミ今日ニ至リテハ其噂モ之レ無ク欣然安
堵ノ思ヒヲ生シ之ヨリ御家ノ幸福次第ニ盛ル
可シト喜悦スル処也、然ルニ我等一口ノ利支

（子）

ヲ拝戴スト雖モ米価上ケテ貴ク水無ケレハ魚
住ミ難ク穀無ケレハ人生キ難シ、仰願クハ二
口ヲ合セ拝戴致シ度、伏而惟ミルニ政府ニ於
テ諸藩ノ所置方上損下益ノ法ヲ施行セラレタ
リ、愍レ君家ハ士族ノ部分トナリ我等ラ

（ママ）

ニ於
テハ表面内部ノ義在ルヲ以テ朝助ヲ受ケスシ
テ帰農ス、彼之レ止ムヲ得サル処也、仰願ハ
維新此来ノ心労ヲ深ク御推憐之レ在リ、先君
ノ御心志ヲ嗣セラレ且政府下益ノ法ニ源キ正
米二口ニ相当ノ御扶助在リ度ト不敬ヲ顧ミス
懇願奉ル処也

諸侯（元大名）が廃藩置県後に東京集住を命
じられたのに対し、元交代寄合は士族に再編さ
れたことで旧領地への復帰が許され（「土着ニ相
成ル」）、高木家主従の在地性・土着性は持続し、
そのなかから地域の指導者に成長する者も現れ
る 112）。しかし、家臣たちは士族身分とはされず、
帰農して士族（元主君）と平民（元家臣）にわか
れた。それでも彼らは、表面上は離れようとも内
部では主従関係にあろうとして朝廷扶助を受けず
にいたのである。このため高木家の家臣団は禄制
改革後に一気に解体せず、段階的な過程を経て解
体が進んだ。高木家との俸禄をともなう主従関係
は明治 13 年まで継続したのである。
高木家と家臣だった者との間では一部に元主家
と元家臣という個別の人的関係がその後も存続す
る。だが、それも時代を経るにつれて対等なもの
へと変化していくのであった 113）。
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陪従者扶助金支給規則は以下の通りである（西家
C 1-2-107「万石以下陪臣江御扶助下賜御布告写」、西
家 H 1-1-23、『太政類典』第 1編第 164 巻 51・53 から
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元 禄 ① ② ③ ④ ⑤
100 俵以上の者 　 100 両 80 両 60 両 60 両 60 両
100 俵未満 80 俵迄  80 両 60 両 50 両 50 両 50 両
 80 俵未満 60 俵迄  60 両 40 両 40 両 40 両 40 両
 60 俵未満 40 俵迄  40 両 30 両 30 両 30 両 30 両
 40 俵未満   　  30 両
 40 俵未満 20 俵迄 25 両 25 両 25 両 25 両
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①出兵三代以上の者
②出兵二代以下並出兵無之三代以上の者
③出兵無之二代以下並 30 ヶ年以上勤仕の者
④右同断 20 ヶ年以上勤仕の者
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3-262 と小寺 4-214 も同内容。
80） 水野 75 う（午 6月 23 日付）。
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（蔵）
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75 こ（大嶽源助）、水野 75 さ（三輪忠右衞門）、水野
75 き （中原養元）、水野 75 に（後欠のため作成者不
明）。現存するのはこの 6通であり、文言はほぼ同じ
である。なお、小寺家文書には上記 5人を含む給人・
用人・医師ら 10 人連名の辞退届下書も残っており
（小寺 3-196「乍恐奉申上候覚」）、格席の同じ者が同一
歩調をとっていたことをうかがわせる。

84） 西家 C 1-2-108 「御扶助奉願候書付」 （明治 3年 7月
付）。

85） 高木 83（坂篤太郎）、水野 75 あ（中西範助）、水野 75
く（平塚忠四郎）、水野 75 し（三輪弁右衛門）。

86） 水野 75 け（小寺善八）、水野 75 す（三輪弁右衛門）、
水野 75 せ （小寺栄之助）、水野 75 た（日比弥三右衛
門）、 水野 75 ち（井口林右衛門）、水野 75 つ（坂篤太
郎）。

87） 岐阜県歴史資料館所蔵『禄制摘要』（簿冊番号 3 ･
35-176）。

88） このうち平野忠蔵は「出兵無之二代以下並 30 ヶ年以
上勤仕の者」、残り 7人は「出兵二代以下並出兵無之
三代以上の者」である。ちなみに東家（高木達三郎家
来）では、川添専左衛門・山田清記・佐野益衛・大河
原惣左衛門・藤田他二郎・阿部仲吾の 6人が受給して
いる。北家は受給者がいなかった。

89） 西家 C 1-2-132（明治 4年 6月 8日付）。
90） 水野 75 て（三輪弁右衛門）、水野 75 な（日比弥三右衛

門）。
91） 「喜田川江之右衛門退身願済壱件入」（西家 C 2-4-22 あ
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～え）。
92） 高木 56（明治 3年 6月 22 日付）。
93） 西家 C 2-4-31「歎願書」（7月 12 日願済）。新参者の栗

田は生活基盤が脆弱だったためか、生活難を理由にす
でに明治 3年 3月に大垣新田野村藩の新規御抱とな
ることを望み、高木家へ暇を願い出ていた。ここで
は、現今の形勢ではどこにあっても「王臣之分」なの
で暇を下されば野村藩にて勤王をおこないたいとあっ
た。しかし、この歎願は聞き届けられなかった（西家
F 3-1-323「御用日記」の挟込文書「奉歎願候口上之覚」
より）。

94） 西家 C 2-4-32「乍恐奉願上候」（10 月付）。
95） 土着でない家臣は生活が特に困難であったようで、江

戸留守居が長く「他国転住同様之始末、殊ニ近郷近村
共不案内、既住家之当テ茂無御座仕合」の三輪武左衛
門は幾度か拝借金を願い出ている（西家 C 2-3-78「歎
願書」、西家 C 1-2-113 あ「歎願之覚」）。

96） 西家 C 1-2-32 い「御家中江御扶助渡方覚」（明治 4年 2
月）、西家 C 1-2-32 お「御家従江御扶持方渡分」（明治
5年 2月）、西家 C 1-2-32 う「御扶助方渡調帳」（明治
5年 12 月）、西家 C 1-2-110「御扶持米渡方記」（明治
7年 3月 4日より）。

97） 西家 H 2-4-82 う「大凡見積帳」。
98） 小寺 4-197。西家 H 2-4-82 あ「書附」。家臣一同へ達し

たのは明治 7年 3月 21 日である（西家 H 2-4-82 い）。
99） 西家 H 2-4-82 あ「書附」（明治 7年 6月 22 日達）。
100） 西家 C 1-2-111（日比弥三右衛門）、 西家 C 1-2-113 あ
（三輪武左衛門）、西家 C 1-2-116（小寺助右衛門）、西
家 C 1-2-117（三輪弁右衛門）、西家 C 1-2-115（小寺孫
八郎）、西家 C 1-2-114（井口林右衛門）。

101） 西家 C 1-2-118 （日比弥三右衛門）、 西家 C 1-2-113 う
（三輪武左衛門）、西家 C 1-2-121（小寺助右衛門）、西
家 C 1-2-120（三輪弁右衛門）、西家 C 1-2-119（小寺孫
八郎）、西家 C 1-2-123（井口林右衛門）。西家 C 1-2-112
「旧家来共扶持米奉還ニ付金員数出入帳」。

102） 西家 H 2-1-306「記」。

103） 前掲『明治前期財政経済史料集成』8に収録の「秩禄
処分参考書」485 頁。

104） 西家 C 1-2-122 あ「金禄利子渡シ簿」。
105） 小寺 3-166「願書」。
106） 西家 C 1-2-122 い（森政太郎）、西家 C 1-2-122 う（小

寺林平）、西家 C 1-2-122 え（三輪猛太郎）、西家
C 1-2-122 お（三輪忠右衛門）、西家 C 1-2-122 か（小寺
勇之助）。

107） 西家 C 1-2-122 く「願書」。西家 C 1-2-125。
108） 西家 C 2-4-29 「明治四辛未七月廿四日笠松県ヘ届案

下」。表のⓕ参照。
109） 5 月 15 日付小寺弓之助宛小寺勇之助書状（小寺 4-

65）。書状には「今回高木公三家之旧家氏御集評ニテ
族籍士族ニ変更方請願、愈々本県へ御出頭ニ確定之旨
御通信被下、小生モ既ニ先般来平民士族ニ変更方云々
種々風説モ有之候ニ付、一度御尋申上度心組ニ候処、
幸ヒニシテ小生モ御加へ之義実ニ御厚志之段奉感謝候
〔略〕何卒大嶽氏始メ御惣代之方々ヘモ右御組込之段
宜敷御依頼被下度」とある。小寺弓之助は小寺林平の
長男である。

110） 前掲・千田稔『維新政権の秩禄処分』299 頁。
111） C 1-2-124「願書」。
112） たとえば小寺林平の長男である弓之助は警察官を勤め

た後、明治 29 年から 16 年間多良村の助役を勤め村内
の有力者の一人として村政を担った。また、高木貞正
も学区取締から岐阜県多芸・上石津郡長をへて衆議院
議員となり、大正 2（1913）年からは多良村長に就任
した。

113） 名古屋大学附属図書館 2009 年春季特別展図録『旗本
高木家主従の近世と近代 ― 高木家文書と小寺家文
書 ― 』（名古屋大学附属図書館・附属図書館研究開発
室、2009 年）のⅢ-2を参照（執筆は辻公子）。ここでは
明治・大正期の高木家と小寺家の関係について「小寺
家から旧主に対する報恩の行為が存在し、根底には主
従関係が存在していたが、時代を経るにつれ、その関
係は対等なものへと変化している」と指摘されている。
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研　　究

高木家文書の高度活用における関連文書調査の意義

The importance of investigating related documents 

in the advanced use of documents related to the house of Takagi

名古屋大学附属図書館研究開発室
Nagoya University Library Studies

斎藤夏来
SAITO, Natsuki

Abstract
Since 2001, Nagoya University Library Studies, which has taken over the task of 

organizing historical documents handed down from the house of Takagi, retainer to the 

Shogun, has invested its efforts into investigating documents originating in the Kiso Three 

Rivers (Kisosansen) estuary region, to achieve not only an inventory of those documents, 

but advanced applications as well. As a result, in addition to documents that have been 

scattered and lost from the house of Takagi since the modern era, we have clarifi ed the 

existence of documents that have been divided between the house of Takagi and regional 

society from the stage of current use of those documents in the modern world. For 

example, documents from the house of Hibi, which are examined in this paper, reexamine 

the Takagi house’ s role in fl ood control and monitoring, from the perspective of a regional 

resident. Documents from the house of Kodera reexamine historical documents originating 

from the house of Takagi, which was the head of the household, from the perspective 

of a retainer. The Kodera house also stored documents that had been disposed of by the 

house of Takagi. Related documents thus offer many contents that help to trace the way in 

which documents from the head household were managed. By clarifying the way in which 

documents from the house of Takagi were divided between that household and the regional 

community, we have achieved an overview of these documents for the fi rst time. 

Keywords:  historical documents handed down from the house of Takagi （高木家文
書），the Kiso Three Rivers estuary region（木曽三川流域），documents 

from the house of Hibi and Kodera（日比家文書と小寺家文書）

1 、高木家文書の整理事業と高度活用への模索
名古屋大学附属図書館が所蔵する高木家文書
は、木曽三川の治水史料として、また、江戸時代

の旗本伝来史料として、戦前から注目を集めてお
り、戦後、地域の期待と支持をうけた名古屋大学
が、1949 年と 1957 年の 2度にわたり、一括購入
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できた膨大かつ貴重な古文書群である 1）。その総
点数は、当初 5万点余と見積もられ、1971 年度か
ら 82 年度にかけて設置された高木家文書調査室
および高木家文書目録刊行調査室は、全学的事業
として 5万 2千点余の文書を整理し、『高木家文
書調査報告書』Ⅰ～Ⅶと、 『高木家文書目録』1
～ 5 巻の刊行という成果をあげた。
しかしながら、実際に整理してみると、文書の
点数は予想以上に膨大で、2万 5千点余と見積も
られた史料が未整理に終わった。この未整理分に
取り組むべく、1989 年度下四半期より、教育研
究学内特別経費の措置をうけて整理事業が再開さ
れ、1991 年度からは、総合研究資料館の活動と
して、整理事業が継続された 2）。この間、1991
年から 2000 年にかけて、 「高木家文書調査報告
（補遺 1～ 10）」が、『古川総合研究資料館報告』
7～ 15、および、『博物館報告』16 に掲載されて
いる。こうして整理事業が着実に進められるに従
い、文書の総点数はさらに予想を上回る規模であ
ることが判明し、2001 年 4 月に設置された附属
図書館研究開発室が、整理事業を引き継いだ段階
で、文書総点数は 10 万点と見積もられ、今日に
いたるまで整理事業を継続している。
ところで、高木家文書の整理事業をひきついだ
附属図書館は、文書を単に整理するだけでなく、
文書の高度活用を重要な目標の一つと定め、研究
開発室発足直前の 2001 年 3月に、 平成 12 （2000）
年度展示会 「川とともに生きてきた ― 高木家文
書にみる木曽三川流域の歴史・環境・技術 ― 」
を開催し、整理文書を電子化して公開する方針を
示した。 ついで、 2003 年春季特別展 「川ととも
に生きてきたⅡ ― 新発見史料・北高木家文書に
みる木曽三川流域の歴史・環境・技術 ― 」 （2003
年 3 月）、 2004 年秋季特別展 「川とともに生きて
きたⅢ ― 東高木家文書にみる木曽三川流域の歴
史・環境・技術 ― 」（2004 年 10 月）をそれぞれ
開催し、「高木家文書デジタルライブラリー」の
試験公開を行った。そして、2005 年 4 月開催の
2005 年春季特別展「地域環境史を考える ― 所
蔵資料とエコ（環境共生）コレクション・データ
ベースでみる自然・災害・社会 ― 」にあわせて、
高木家文書のほか、伊藤圭介文庫など図書館所蔵
資料や、環境科学の情報を統合した「エココレク
ションデータベース」を構築し、インターネット

上での公開を開始した 3）。もちろん、この時点
をもってデータベースは完成したわけではなく、
現在にいたるまで、 メタ・データや画像の追加搭
載、およびデータの誤脱等の不断の改修に努めて
いる 4）。
この間、附属図書館研究開発室は、木曽三川流
域や濃尾地域の自治体や、個人レベルの史料所蔵
者との信頼関係構築に努め、貴重な歴史情報資源
の教示を受け、その調査・研究を継続している。
その中に、日比家文書や小寺家文書など、高木家
文書と極めて密接に関わる一大古文書群も存在
し、前者については附属図書館への寄贈、後者に
ついては大垣市を経由した寄託を受け、 それぞ
れ、2006 年秋季特別展「江戸時代の村と地域 ― 

美濃養老・日比家文書にみる暮らしと災害 ― 」、
2009 年春季特別展「旗本高木家主従の近世と近
代 ― 高木家文書と小寺家文書 ― 」を開催し、
その内容を一般に広く展示、公開した 5）。もちろ
ん、上記の機会に展示できた史料は、膨大な史料
群のごく一部にとどまっており、文書群の全体像
を示す内容分類目録を作成し公表することが急務
となっている。その際、こうした史料群は、具体
的にどのように高木家文書と「密接に関わる」の
か、分かりやすく提示する必要がある。当面、日
比家文書や小寺家文書など、木曽三川流域ないし
濃尾地域の歴史情報資源を、どのようにして、上
記の 「エココレクションデータベース」 に搭載
し、長期的視野に立って充実させてゆくのかが課
題となっている。今年度（2009 年度）は、その
手始めとして、「エココレクションデータベース」
内に「流域伝来の歴史情報資源」というチャンネ
ルの新設し、その中に日比家文書を搭載する予定
だが、日比家文書や小寺家文書などの歴史情報資
源と高木家文書の連動を、目録上およびデータ
ベース上でどのように連動させて表示するのか、
現時点での見解をまとめ、今後の作業に備えると
ともに、こうした高木家関連文書調査の意義につ
いて再確認を行いたい。

2 、日比家文書について
日比家文書（日比達男氏より名古屋大学附属図
書館へ寄贈）は、美濃国石津郡沢田村（現岐阜県
養老郡養老町沢田）の庄屋や、旧養老村の村長な
どをつとめた豪農方に伝来した 5887 点（2010 年
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3 月 17 日段階集計） にのぼる古文書群である。
日比家に伝わる系図・先祖書などによると、 同家
は、 天正 2年 （1574） 死去の八左衛門を初代と
し、現当主達男氏を 16 代とする。 文書群におい
て、 もっとも古い年次の史料は、 寛永 8年 （1631）
11 月 1 日付の 「多芸郡沢田村未之年免定之事」
で、写しではなく原本である。もっとも新しい年
次の史料は、昭和 25 年（1950）7 月日付の「沢
田区有山林譲受ニ関する規約」である。後述のと
おり、他所から流入したとみられる文書群の存
在も考慮しなければならないが、単純にみれば、
320 年にわたり蓄積されてきた古文書群というこ
とになる。
文書の分類は、今後流動する可能性もあるが、
内容に基づき、表 1のように設定している。大分
類はⅠ～Ⅷの 8項目からなるが、ⅦはⅠ～Ⅵに分
類できなかった絵図類、Ⅷは分類困難な断簡等で
あり、 実質的な大分類は 6項目である。 このう
ち、Ⅱ 1- 2 ～ 3 、Ⅱ 6、Ⅴなど、もとは他家や他
所に伝来したとみられる文書群をまとまった形で
含み込んでいる点を一つの特徴とする。なお、内
容分類を施す以前の、文書調査着手時点の伝来状
況（現状記録）については、文書箱など既存のま
とまりごとに整理番号を与えることで対応してい
る。分類番号と整理番号の双方を組み合わせた活
用が望まれる。
文書の構成は、一見して典型的な近世村方文書
といえるが、最大の特徴の一つは、「Ⅰ近世村方
- 5 普請 - 4 江濃運河」に分類した 65 点の文書で
ある。幕末期に井伊直弼を失い、幕政における地
位を低下させていた彦根藩は、外国船による大坂
湾の封鎖と上方の物資供給途絶という事態を想定
し、伊勢湾から琵琶湖まで運河を掘削し、物資供
給路を確保しようという、自己の存在感を示そう
とするかのような壮大な構想を立てている 6）。上
記の一群の史料は、その運河掘削が予定されてい
た現地に在住する日比家に残されていた貴重な史
料である。木曽三川流域および濃尾地域伝来の史
料を丹念に調査研究してゆくことで、幕末期の全
国的な政局と地域社会との関わりを示す希有の史
料が発見されたのであり、今後も、同様の発見は
あり得るといえよう。
もう一点、日比家文書で特徴となるのは、本稿
の課題である高木家文書との連動である。いうま

でもなく、高木家文書は旗本であった武家伝来
の古文書群であり、日比家文書は村方の庄屋伝来
の古文書群であり、その内容構成は根本的に異な
る。機械的な内容分類ではなく、各文書の個性や
特色に基づいた内容分類を試みるならば、ふたつ
の古文書群は、相互に重なり合う部分がほとんど
ないかに見える。しかしながら、日比家の居住す
る沢田村は、高木家による治水見回り等の管轄域
であったことを想起するならば、当然、その方面
での接点があったものと予測できる。こうした予
測に基づき析出分類したのが、
①   「Ⅰ近世村方 - 5 普請」のうち「 1川通り」
の史料 191 点

② 同じく、「 2配符」の史料 26 点、
③  「Ⅰ近世村方 - 6 争論 - 1 水論」の史料 50 点
以上、合計で 267 点である。
このうち、たとえば①に含まれる「覚（猿尾

出籠間尺届写）」（宝永 7年〈1710〉2 月、乙坂村
庄屋・彦内印、年寄・助左衛門印→辻六郎左衛門
様、高木五郎左衛門様、高木求馬様、高木富次郎
様、分類番号Ⅰ 5-1-1、整理番号 2-5-1）は、高木
家文書に含まれる「石津郡沢田村川通猿尾出篭改
帳」（五兵衛他→辻六郎左衛門他、宝永 7年 2月、
E 3-1-380）の関連史料である。また、高木家文書
に含まれる〔乙坂村願い場所牧田川通り沢田村出
篭取払いにつき書状下書〕（加藤要左衛門他→棚
橋辰左衛門他、〔宝暦 12 年〈1762〉〕7月 22 日、
E 3-1-2433 し）は、「E治水 - 3 普請見廻 - 1 普請
見廻」のうちに分類されているが、日比家文書を
みると、③のうちに、「乍恐奉願上口上之覚（沢
田村多良川通新規川除のため乙坂村へ水先押懸け
難儀至極につき新規普請所取払のこと）」（戸田采
女正領分・石津郡乙坂村名主・彦太夫他→多良御
役所、宝暦 12 年 6 月、分類番号Ⅰ 6-1-34、整理
番号 6-2-2）、「石津郡乙坂村・沢田村川通出入返
答書」（千種清右衛門御代官所・石津郡沢田村庄屋・
忠兵衛㊞他→多良・笠松御役所、宝暦 12 年 6 月、
分類番号Ⅰ 6-1-35、整理番号 7-5）など、水論当
事者から多良（高木家）、笠松（幕府代官）役所
に提出された関連書類が存在し、むしろ「E治水
- 2 用水論所見分 - 1 用水論所見分」に分類すべき
文書ではないかと考えられる。高木家が具体的に
関わった治水役儀について、日比家文書は、流域
住民により密着した視角を持っていることを示す



－ 42 －

表 1、日比家文書内容分類案
大項目 小項目 備  考

Ⅰ 近世村方

1 支配 村役、村掟

2 貢租

1 免定
2 皆済
3 城米・廻米
4 助郷・人足 人足馬、宿継、継立、伝馬、運送、琉球人
5 土地
6 絵図
7 その他（諸上納・願届） 年貢、定免、起返、荒地、冥加金、人船賃

3 財政
1 帳簿 夫食
2 入札
3 金銭管理
4 土地管理 鳥撃

4 戸口
1 送状
2 宗門・往来手形
3 家数人別増減帳
4 報奨救恤

5 普請

1 川通り 高木家文書 E 3-1 関連
2 配賦 高木家文書 E 3-1 関連
3 用水管理
4 江濃運河 新川開拓
5 その他

6 争論

1 水論 高木家文書 E 2-1 関連
2 山論
3 長江家関係
4 小左衛門一件
5 その他 跡役

7 郡中・組合村 会所、小役、惣代、郡中割

Ⅱ 近世経営

1 土地取引
1 日比家 屋敷含む
2 八左衛門家
3 他家
4 不明

2 金銭取引

3 家計
1 帳簿 掟米
2 金銭物品等書付
3 融通・講

4 家屋敷地
5 文化・交際 日記
6 伊藤佐太夫家

Ⅲ 近代行政

1 政府
1 布令布告類
2 軍事・戦争
3 国勢調査
4 地券管理

2 公文書一件

3 財政

1 帳簿
2 徴税 標目、掟米
3 予算 決算
4 会議・議案・協議 選挙
5 金銭物品管理 民費、村費、国債、度量衡
6 土地管理 地租改正、地籍図
7 産業振興
8 消防水防・駐在・害獣駆除 火器銃器
9 教育衛生 育児院、害虫駆除
10 共有地入札
11 寺社管理

4 戸籍
1 自治・選挙 辞令
2 送受籍
3 調査・届 寄留
4 兵役

5 工事
1 用水
2 砂防
3 堤防道路等
4 その他

6 裁判 1 用水
2 その他

7 その他

Ⅳ 近代経営

1 土地取引 掟米
2 養蚕

3 家計

1 帳簿
2 金銭物品書付 掟米
3 借地受作証券
4 家族 学校
5 文化・交際 大麻・初穂、イモチ送り

Ⅴ 神社（久々美雄彦神社）

1 祭礼行事等
2 広報調査

3 財政
1 帳簿
2 境内地入札
3 金銭物品管理
4 境内建築管理

4 その他 社司、氏子惣代
Ⅵ 書籍・写本
Ⅶ 絵図 Ⅰ～Ⅵに分類できないもののみ
Ⅷ その他 断簡、番外など
欠番
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一例である。
また、 「濃州多芸郡石畑竜泉寺上方桜井橋爪

五ヶ村与同国石津郡沢田村井水論之事（向後下
六ヶ村より沢田村へ毎年井料米 1石宛出すこと、
写）」（中出雲、 戸日向他、宝永 2年〈1705〉4 月
6 日、分類番号Ⅰ 6-1-1、整理番号 8-244）や、〔宝
永 2年濃州多芸郡石畑村外四ヶ村と石津郡沢田村
井水論裁許裏書絵図〕（伊伊勢㊞、水伯耆㊞他、
正徳 5年〈1715〉11 月 25 日、分類番号Ⅰ 6-1-8、
整理番号 1-6）などは、水論当事者である村落に
伝えられた幕府評定所の裁許絵図裏書類として貴
重なものである 7）。高木家の関与が直接記されて
いるわけではないが、その治水役儀の背景事情を
示す史料と捉え得る。そのような視角に立って、
上記①②③に分類した史料は、必ずしも高木家の
具体的な関与がない部分も含めて、高木家文書と
一体的に把握するために、日比家文書としての内
容分類記号番号とは別に、いわば「広い意味での
高木家文書」 としての文書番号を付与してみた
い。すなわち、①②は「E治水 - 3 普請見廻 - 1 普
請見廻」、③は「E治水 - 2 用水論所見分 - 1 用水
論所見分」に該当する文書として、それぞれ 「エ
ココレクションデータベース」 の中の「高木家文
書デジタルライブラリー」に追加搭載し、「カテ
ゴリー検索」をできるようにするのである。高木
家文書よりも局所的ではあるが、より深く流域の
実情に踏み込んだ歴史情報資源として活用される
ことを期待したい。
なお、日比家文書および次にみる小寺家文書の
うち、高木家文書の分類を適用できない固有の内
容を含む全体像は、先述のとおり、「エココレク
ションデータベース」の中に、「高木家文書デジ
タルライブラリー」と並ぶチャンネルとして「流
域伝来の歴史情報資源」を設け、その中に目録情
報と写真画像を搭載する予定である。

3 、小寺家文書について
小寺家文書 （小寺登氏所蔵） は、 高木家 （西
家）の家臣方に伝来した 8378 点（2010 年 3 月 17
日現在の集計点数）にのぼる古文書群である。個
人所蔵の古文書群であるが、関係各位の理解を得
て、将来的には、附属図書館の「エココレクショ
ンデータベース」に、文書 1点ごとのメタ・デー
タと、主要文書の画像情報を公開すべく、作業を

進めているところである。
旧高木家陣屋の周辺に現在も居住している小寺

姓の家々の先祖および同族関係については、未確
認の部分も多いが、小寺登家については、安永 5
年（1776）に「代々」を納めるための墓石を建立
している権助吉雄が、現在さかのぼり得る事実上
の初代と思われる。その墓石は、現在も同家の墓
地に現存している。世代的に、権助吉雄の子とみ
られる助左衛門知雄は、初め源次兵衛と名乗り、
明和 5年（1768）12 月に、御用人として高木家
に起請文を提出している。そののち、何らかの事
情で退身したとみられるが、安永 9年（1780）か
ら再度、高木家に出仕している。その間、明和 7
年（1770）に牧太雄乗、翌年に平八郎紹雄の兄弟
を儲けている。助左衛門知雄が享和元年（1801）
に死去すると、 その翌年 12 月付で、牧太雄乗は
「亡君様」 すなわち父の指示に従い、弟の平八郎
（当時冨五郎）紹雄に「田畑分地覚帳」を与えて
いる（整理番号 25-95）。この平八郎紹雄にはじま
る分家が、現在の小寺登家（以下、小寺家と略称
する）につながってゆく 8）。
小寺家伝来の古文書は、文明 9年（1477）11

月付の〔浄土真宗の報恩講に関する書付写〕が突
出して古いが、おそらく近世期の写しである。つ
いで、寛文 5年（1665）出版の「小学巻之六」な
ど、近世初期以降の刊本・写本類が続くが、いず
れも、享和 2年（1802）以後に同家に流入し、蓄
積されたものであろう。文書のおおよその時期
区分は、 いまだ確認中であるが、 近世文書約 900
点、近代文書約 7000 点、その他未確定である。
内容分類についても、作業中の段階であるが、表
2のように設定している。内容分類を施す以前
の、文書調査時点の伝来状況 （現状記録） につい
ては、日比家文書と同様、調査着手段階の文書箱
など既存のまとまりごとに整理番号を与えること
で対応している。分類番号と、整理番号の双方を
組み合わせて活用することを想定している。
表 1の日比家文書の内容分類と比較して気づく

ことは、 第一に、 近世の小寺家にとっての役儀は、
村運営への関与ではなく、 高木家への出仕であり、
そうした実態が、文書の構成にも如実にあらわれ
ていること、 第二に、 近代以後についても、行政
への関与は公的生活の一部に止まっており、 少な
くとも量的に主要部分となっているのは、警察勤
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表 2、小寺家文書内容分類案
大項目 小項目 備  考
高木 A領地 2 戸口 1 人別改  1 点（暫定点数、以下同）

9 その他  1 点

高木 B支配
2 諸役 3 助郷  9 点

5 その他 91 点
4 法令 3 その他  1 点
10 林野 1 山林 86 点

高木 C家臣

1 分限 2 扶持  9 点
3 士帳  6 点

2 勤仕
1 取立・出仕 13 点
2 誓詞  1 点
3 勤向  4 点
4 退身  9 点

3 家
1 相続  3 点
2 縁組  6 点
3 屋敷  2 点

4 その他 1 その他 24 点

高木 D勤役
2 参勤 1 参府  3 点
3 軍事 2 軍備  1 点

3 武術  1 点
高木Ｅ治水 4 その他 1 その他  2 点

高木 F家政

2 家督 1 当家  1 点

4 書状
2 老中奉書  3 点
3 側用人奉書  1 点
4 若年寄奉書  1 点
5 尾張藩用人奉書  4 点

5 交際 2 その他  1 点
7 家作 1 多良屋敷  3 点
10 吉事 1 婚姻  2 点

高木 G財政
1 収支 2 蔵米収支  1 点
2 村請支出 1 村請支出  1 点
3 借財 3 その他  1 点

高木 H明治 1 国事 1 新政出仕 22 点

高木 I 書状・書付 1 近世

2 高木家  4 点
3 他家 32 点
4 寺社・公家  2 点
5 百姓・町人  4 点
6 その他  1 点

Ⅰ 近世

1 家業経営

土地取引
帳簿
領収書類
融通・講
金銭物品等書付

2 書状 加納文右衛門
その他

3 家族
吉凶仏事
刊本・写本
諸芸

Ⅱ 近代

1 公的生活

租税
行政
選挙
寄付貢献
儀礼祭典
名刺

2 団体組合会合

耕地整理組合
産業組合
教育会
衛生会
青年会
同窓会
信用販売購買組合
日本赤十字社
講
その他

3 家業経営

土地山林
家屋土蔵
養蚕
貯蓄投資保険
日記
帳簿
人数金銭物品等書付
領収書類

4 警察勤務

公務
会計・給与・経費
警官生活
書籍・雑誌・広報類
その他

5 家族

教育
手習い
衛生医療
広告 購買勧誘全般
刊行物 印刷物全般
絵葉書・古写真類
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Ⅱ 近代

5 家族
吉凶仏事
寺社信仰
その他

6 書信

加納文吉
加納基喜
桑原まさ
小寺勇造
小寺才
小寺栄
小寺信
小寺林平
小寺牧太
小寺弓之助
小寺絃之助
坂倉てる
坂倉弥作
杉本忠兵衛
須藤重松
高木貞正
高木貞元
立木とよ
立木ゆり
西脇正治
西脇貫逸
西脇武八郎
西脇佳美
藤井つう
三輪捨蔵
三輪為司
安居喜八
山口彦蔵
その他

7 諸芸

文芸
墨跡
絵画
能・狂言・謡
その他

8 包紙・封筒・帯封類 分類可能な内容物との連動確認困
難なもの

務関係の史料であること、第三に、近世・近代の
家業経営に関する部分は、土地取引、帳簿、金銭
物品等書付など、共通性の高い部分もある一方、
近世・近代とも、他の分類には吸収しにくい家族
間の書状・書信の保存率が高いこと、 以上であ
る。総じていえば、日比家文書は「村の文書」と
しての色彩が強いのに対し、小寺家文書は高木家
および警察に出仕勤務した当主を中心とした「家
の文書」という色彩が強いように思われる。
上述のとおり、小寺家文書のうち近世部分の内
容構成は、高木家へ家臣として出仕していた事実
が大きく影響している。表 2の内容分類も、高木
家の「家中」であった同家が、どのような文書を
主家と分有していたのか、一見して明らかとなる
ように、作成を進めている。具体的には、高木家
文書の分類を適用できる小寺家文書は、「広い意
味での高木家文書」として、積極的に高木家文書
の分類番号を与え、密接に関連する文書群である
ことを明示している。こうした作業を行ってみる
と、高木家と小寺家の主従による文書分有につい
ては、大局的にみて、つぎの 2類型が存在したも
のと判断できる。

第一は、 現用由来の分有というべき類型であ
る。表 2で、高木家文書の分類番号を適用した部
分について、該当文書の暫定点数を表示したが、
「高木 B支配 - 2 諸役 - 5 その他」と「高木 B支配
-10 林野 - 1 山林」に分類できる二群の文書は突
出して多い。小寺家が高木家臣としての任務遂行
に関わり、当初は現用文書として保持していたと
想定できる史料群である。 このうち前者の多く
は、おそらく、小寺家に給与される扶持等から、
村方庄屋が必要経費等を差し引いている勘定書類
で占められている。在地旗本家臣の存在形態を示
す興味深い史料群といえる。後者は、高木家臣と
しての小寺家の主な任務が山奉行であったことに
関連して蓄積された文書群と見なし得る。 さら
に、 「高木 C家臣」のうち「 1分限 - 3 士帳」を除
く部分と、「高木 H明治 - 1 国事 - 1 新政出仕」も
また、主として、高木家に出仕していたことに関
わって授受された文書群である。維新期における
旗本家臣団の解体過程について、家臣団の立場を
示す貴重な史料を含む。このほか、「高木 D勤役
- 3 軍事 - 2 軍備」の 1点は、小寺家が高木家の軍
備西洋化に従事していたことに関わる史料であ
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り、「高木 F家政 - 7 家作 - 1 多良屋敷」は、小寺
家当主が作事奉行として、天保期に焼失した高木
家屋敷の再建に関与したことを示す史料を含み、
「高木 F家政 -10 吉事 - 1 婚姻」の 1点は、小寺家
当主が高木家の婚姻の連絡役にあたっていたこと
を示す史料である。いずれも、小寺家当主が山奉
行など本務の傍らで、おそらく臨時的にこなして
いた役儀に関わる史料群であろう 9）。
第二は、 散逸由来の分有というべき類型であ
る。たとえば、 先にみた「高木 C家臣」分類のう
ち、除外した「 1分限 - 3 士帳」の 6点は、高木
家家臣団の名簿の断片で、小寺家の高木家への出
仕ないし役儀と直接関連するとは考えにくい。ま
た、その正本に該当し得るものが、おおむね高木
家文書として伝来している 10）。この 6点の断片的
な士帳は、おそらく高木家において不要と判断さ
れ、廃棄され散逸した結果、良質な料紙として、
小寺家の所蔵に帰したものではないか。
ちなみに、士帳で判明する小寺家歴代の役儀と
は、おおむね次のようなものである（ 4ケタ数字
は着任時の西暦）。
①小寺助左衛門・知雄（上述）
  1784 川通御用、1785 御領知方、1785 御祐筆
向、1792 御隠居様表向御奉札、1793 奥向懸
②小寺牧太・雄乗（①知雄の子、上述）
  1792 大目付加役、1794 川通御用懸、1800 諸
御払方加役、 1800 御米蔵立会、1800 御領分
方、1814 江戸状連名
③小寺織衛・鼎雄（②雄乗の子、のち出奔）
 1811 御祐筆方加役
④小寺勇・速雄（②雄乗の子）
  1818 御下屋鋪御番、1822 御側向勤仕、1822
御子様方御附添、1824 御納戸方、1825 御
蔵奉行、1825 御山奉行、1826 御作事奉行、
1828 御髪掛御子様共、1828 御目付仕埋、
1835 御領分掛見習、1843 表御奉札連名、
1848 御領分掛本役、1848 川通役見習
⑤ 小寺平八郎・紹雄 （①知雄の子、 ②雄乗の弟、
上述）

  1821 御山奉行、1823 御勝手吟味役同御目付・
御普請方元〆同奉行、1825 御作事奉行
⑥小寺庄兵衛・忠雄（⑤紹雄の子、のち出奔）
  1823 御側向仕埋、1823 御子様方御附添、
1825 御髪掛御子様方御髪共、1825 御子様方

御稽古懸、1825 御子様方御附、1825 御台所
方元〆、1826 御蔵奉行、1828 御馬役見習

⑦小寺林平・重雄（⑤知雄の子）
 1850 御山奉行
すでに述べたとおり、①知雄の子が、②雄乗、
⑤紹雄の兄弟で、それぞれ長子出奔などの危機を
乗り越え、本家、分家として存続している。現在
の小寺家の直接の先祖は、⑤⑦の系統で、山奉行
を主な役儀としている。こうした小寺家歴代の役
儀内容をふまえると、「高木 F家政 - 4 書状」のう
ちに分類できる江戸幕府の老中奉書、 側用人奉
書、若年寄奉書、および尾張藩用人奉書や、「高
木Ｉ書状 ･ 書付 - 1 近世」のうちに分類できる幕
藩領主との交際関係史料の多くは、小寺家の高木
家に対する役儀との関連性は薄い。襖など建具の
裏貼に転用された形跡が明確なものも含まれてお
り、これらの文書群もまた、高木家においていっ
たん廃棄され散逸したのち、高木家の身辺にあっ
た小寺家の所蔵に帰したものと考えるのが自然で
あろう。
もちろん、当時の高木家において、不要と判断
され廃棄された文書であったとしても、今日の視
点から見ると、重要な意味を持つ文書である場合
は珍しくない。たとえば、「高木Ｉ書状 ･書付 - 1
近世 - 3 他家」のうちに分類している〔鹿王院因
侍者殊の外盛人、 兄弟中相心得るべく書状〕（酒
自楽（花押）→高木権右衛門殿、5月 8日、整理
番号 25-134）は、寛文 11 年（1671）5 月以前に、
西高木家 4代貞則の実父である幕府旗本酒井忠知
から、養父高木貞勝に出された書状である。明ら
かに建具の裏貼などに廃棄転用された跡が残って
いるが、近世初期の史料が意外に少ない高木家文
書では知ることのできない、初期高木家の動向を
示している。高木家における文書廃棄を伴う文書
管理、すなわちアーカイブズの実態に迫り得る手
がかりとしても貴重である 11）。
以上、高木家文書と小寺家文書の連動を大局的
に把握するための一つの試みとして、現用由来の
分有と散逸由来の分有という区分を示してみた。
前者の現用由来の分有は、主として、近世期にお
ける小寺家が、高木家の一員として、高木家文書
をいわば現用文書の段階から分有蓄積していたと
想定し得る文書群である。ここから敷衍して、高
木家文書の分類番号を与えた日比家文書について
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も、流域レベルで行われていた、治水文書の現用
由来の分有と捉えてみたい。すなわち、高木家文
書とは、小寺家文書など家中の文書と連動するだ
けでなく、本来的に、木曽三川流域ないし濃尾地
域にも分有されてきた一大古文書群であり、外縁
部はそもそも不明確な存在と捉えてみたいのであ
る。 このことはもちろん、 流域地域の古文書群を、
すべて高木家文書に従属させて理解しようとい
うことではないが、10 万点規模の高木家文書は、
流域地域の古文書群の全体構造を把握しようとす
る時に、大きな手がかりとなることも確かであろ
う。流域地域の古文書群の全体構造の中に、高木
家文書を位置づけられないかということでもあ
る。なお、小寺家文書の中にも、「Ｅ治水 - 4 その
他」に分類できる史料があり、さきに列挙した小
寺氏一族のうち、おそらく川通役を勤めている本
家筋の②小寺牧太・雄乗の作成文書だが、このほ
かには、高木家の治水役儀に関連する文書は見出
せない。小寺家文書は、基本的に木曽三川の治水
との連動性は薄い文書群だが、治水文書として注
目されがちな高木家文書の別の側面を浮かび上が
らせる手がかりとして貴重な存在といえよう。
後者の散逸由来の分有は、必ずしも現用段階か
ら意図的に保存管理されていたものではなく、高
木家において膨大に廃棄され散逸したであろう高
木家文書の一部分を分有していたものと捉え得
る。いいかえれば、ここに含まれる文書群は、必
ずしも小寺家ではなくても蓄積し得た文書群で
あったと想定できる。ただし小寺家文書について
は、武家領主としての高木家の機能停止に伴う近
代以後の散逸由来の分有ではなく、高木家が領主
として機能していた近世段階の散逸由来の分有を
含んでおり、高木家のアーカイブズに迫る手がか
りを含んでいる可能性に留意する必要がある。
課題は多々ある。たとえば、「高木Ｉ書状 ･ 書

付 - 1 近世」に分類した史料の中には、上述した
酒井忠知書状のように、小寺家が文書の現用段階
では明らかに関与しなかったものと、宛名に小寺
家当主を含むなど同家が現用段階から関与したで
あろうものが混在しており、必ずしも、文書の内
容分類と一致していない。また、小寺家当主宛で
あるなど、文書の現用段階から同家が関与してい
る文書の伝来についても、必ずしも高木家および
小寺家主従の意図的な管理が及んでいたとは限ら

ず、廃棄・散逸という過程を経ている可能性はあ
る。また、上述の通り、等しく散逸由来の分有と
括った中にも、近世段階の意図的廃棄と、近代以
後の意図せざる流出という、質的に異なる部分が
存在したとみられる。しかしいずれにせよ、高木
家と小寺家という、近世武家の主従双方に、これ
ほどまとまった形で古文書が伝来している事例は
おそらく稀であり、その連動を問うてみる学術的
な価値は高いと考える。 本稿の試みとは異なっ
た、より斬新な視角に立った検討考察の出現を期
待したい。

4 、関連文書調査の課題
すでに述べたとおり、 附属図書館研究開発室は、
高木家文書の整理事業を継続する一方、その高度
活用の実現にも力を注いでいる。高度活用を行お
うとする場合、重要となるのは、日比家文書や小
寺家文書のような、関連文書の調査である。しか
しながら、関連文書の調査とは、具体的にどのよ
うな重要性を帯びているのであろうか。再度確認
しておく必要があるだろう。
実は、高木家文書の整理事業の着手段階から、

関連文書の調査は、大きな柱となっている。『高木
家文書目録』巻 5の解題は、未完に終わった整理
事業の今後の課題を列挙し、その末尾に「関連文
書の収集」という項目を立て、その重要性を具体
的に指摘している （p29）。 ごく端的に記述されてい
るが、 さらに要約してみると、 つぎのようになる。
① 高木家は西・東・北の三家からなり、附属図
書館が所蔵しているのは西家の文書だが、高
木家の全体像を知るには、東家、北家の文書
調査を行う必要がある。
② 高木家の領主としての性格を知るには、所領
として支配される側にあった多良地域の地

じ

方
かた

文書の調査収集を行う必要がある。
③ 治水関係文書は、高木家文書のみの研究では
不十分であり、高木家とともに治水に関与し
ていた笠松代官所伝来の文書をはじめ、木曽
三川流域に伝わる文書を収集し、総合的に研
究する必要がある。
高木家文書調査室の設置以来、報告書や図録

などで、その存在がすでに公表されている関連
文書の情報を一覧にしてみると、表 3のようにな
る 12）。
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①の東家関連では、No. 6 、18、20 ～ 22、30 の
文書群の存在が確認されている。 このうち、 No. 6
広栄寺に伝来した旧東家文書は、同寺を当事者と
する争論等に関わる史料群である。同寺は当事者
として、つまり現用文書として、これらの文書を
分有保持してきた可能性を持つ。一方、No. 18 以
下 5ヶ所に分散している旧東家文書は、おそらく
1930 年以降、東家より流出した文書の一部であ
り 13）、散逸由来の分有の範疇に属すると思われ
る。このうち No. 30 は、高木家の治水見回り区域
であった高須輪中の豪農方が、治水関係文書の散
逸を防ぐべく、一括して受け入れたと考えられる
文書群である。質量ともに注目すべきもので、治
水関係絵図を 「エココレクションデータベース」

に搭載するなど、現在も重点的な調査・研究を継
続している。また、No. 22 は、高木家文書調査室
のメンバーが、 文書の整理と目録化に直接関与し、
名古屋大学所蔵分と同じ観点に立った内容分類目
録を作成している 14）。①の北家関連では、従来、
高木家文書調査室のメンバーが 1975 年 11 月 30
日に訪問するわずか数ヶ月前に、文書の大半を処
分されてしまったという No. 12 や、No. 18 の存
在が知られていたが、附属図書館研究開発室が、
文書の高度活用をめざして、関連文書の収集に力
を入れた結果、No. 4 、7 、17 などの存在が確認さ
れた。とくに No. 7 については、2003 年展示会で
その概容を公開する 15）とともに、現在、文書目
録の公表をめざして、こちらも重点的に作業を継

表 3、高木家文書関連文書一覧
No. 所蔵者 点 数 三 家 典 拠 備 考
1 市田氏（揖斐川町、岐阜
県歴史資料館寄託） 32 古川 No.10 p172 上石津町史史料編 1975 に掲載

2 伊東氏（多度町）  3 Ⅱ p8、Ⅲ p11 流域旧家
3 岩瀬文庫（西尾市）  6 Ⅶ p13
4 大久保氏旧蔵（養老町） 北 地域貢献 18 p34 北高木家文書、村方文書を含む
5 大沢氏（岐阜市）  2 古川 No.9 p301 1949 年名大購入時の古紙業者
6 広栄寺 16 東 Ⅴ p16 ほか寺文書あり
7 個人（大垣市） 北 2003 図録 北高木家臣
8 個人（大垣市） 95 西 地域貢献 17 p52
9 個人 約 350 地域貢献 18 p35 高木家領隣接の牧田村関係など
10 小寺氏（大垣市） 8450 2009 図録 西高木家臣
11 正林寺  3 Ⅳ p10 高木家菩提寺
12 鈴木利通氏  1 北 Ⅴ p20 北高木家臣
13 高木貞勝氏 109 西 Ⅳ p11、古川 No.9  p300、

No.10 p183 高木家文書旧蔵者
14 高木貞勝氏 49 西 古川 No.11 p155 高木家文書旧蔵者
15 高木邸襖裏貼（大垣市） 約 1500 西 地域貢献 19 p34
16 多聞櫓文書（国立公文書

館内閣文庫） 92 古川 No.11 p158
17 立木氏（東京都） 112 北 地域貢献 17 p52 北高木家臣
18 筒井氏（刈谷市） 343 西東北 古川 No.9 p300 大阪市古書店等経由
19 筒井氏（刈谷市） 1 古川 No.10 p172 東家宛、多良郷小山瀬村文書か、94 年購入
20 筒井氏（刈谷市） 122 東 古川 No.12 p215、230
21 徳川林政史研究所 164 東 Ⅵ p13 164 点ほか書状多数、仮目録あり（所蔵機関 HP）
22 名古屋市蓬左文庫 2165 東 Ⅱ p9、Ⅲ p12、Ⅵ p13 林政史より移管
23 名古屋城振興協議会 2 古川 No.9 p301
24 根岸氏（東京都） 2 古川 No.9 p300 文京区本郷古書店経由
25 日比氏（養老町） 5878 2006 図録 流域旧家
26 福長氏旧蔵（岐阜市） 約 2000 西 地域貢献 18p 35、19p 35
27 水野氏旧蔵（名大文） 82 目録 5p 694 ～
28 三輪巽氏 61 Ⅳ p11 上村村方文書および私文書
29 三輪豊氏 西 Ⅳ p11 多量、綿密な調査を要する
30 森川氏（海津市） 東 古川 No.12 p215、2004 図録
31 森川氏（海津市） 地域貢献 18p 35 流域関係文書

注） 所蔵者 50 音順。出典：Ⅰ～Ⅶ＝『高木家文書調査報告』Ⅰ～Ⅶ（名古屋大学附属図書館高木家文書調査室、1972 ～ 79 年）、
古川 No. 7 ～ 15（『名古屋大学古川総合研究資料館報告』7～ 15 号、1991 ～ 99 年）、地域貢献 17 ～ 19（『平成 17 年度～ 19
年度地域貢献特別支援事業報告書』名古屋大学社会連携課、2006 ～ 08 年）、2003 図録（『2003 年春季名古屋大学附属図書館
特別展 川とともに生きてきたⅡ ― 新発見史料・北高木家文書にみる木曽三川流域の歴史・環境・技術 ― 』）、2004 図録
（『名古屋大学附属図書館 2004 年秋季特別展 川とともに生きてきたⅢ ― 東高木家文書にみる木曽三川流域の歴史・環境・
技術 ― 』）、2006 図録（『名古屋大学附属図書館 2006 年秋季特別展 江戸時代の村と地域 ― 美濃養老・日比家文書にみる
暮らしと災害 ― 』）、2009 図録（『名古屋大学附属図書館 2009 年春季特別展　旗本高木家主従の近世と近代 ― 高木家文書
と小寺家文書 ― 』）。
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続している。
以上、東家と北家の文書収集の努力について略
述したが、実は、西家の文書についても、大半は
名古屋大学の所蔵（事実上の散逸的分有）に帰し
ているものの、旧蔵者方で保持された No. 13、14
をはじめ、No. 8 、15、18、26、29 など、各所に
分有されている部分もある。さらに、No. 1 市田
氏所蔵分は、 高木家が三家に分かれる以前の織
田・豊臣期の古文書を中心としており、江戸幕府
伝来の No. 16 多聞櫓文書は、高木家が幕府に提出
したとみられる文書を含んでいる。こうした各所
に分有されている少数の文書が、名古屋大学で分
有されている膨大な文書から導き出される推測を
的確に裏付け、あるいは覆す可能性を、常に念頭
に置かなければならない。その点で、こうした文
書の存在を、少数断片的なものとして、軽視するこ
とは許されない。 また、 高木家の存続を内面的、
宗教的に支えた存在として、菩提寺等の文書調査
も課題である。このうち、No. 11 正林寺について
は、不幸にも、2009 年 3 月に火災にあい、調査
の対象となった 3点をはじめとした所蔵文書の安
否が気遣われる。古文書の消滅は着実に、ときに
劇的に進行する。自然淘汰を待って希少化したも
のだけを調査対象とするわけにはいかない。膨大
に存在する史料の価値を着実に確認し、保全措置
を施すことが急務となっている。
②の所領関係文書の収集は遅れている。 従来

は、No. 19、28 の存在が報告されていた程度であ
る。支配者側の文書である高木家文書の膨大さに
比して、被支配者側の文書である多良地域の地方
文書の残存は乏少であるとも考えられてきた。た
だし、 地元の方々を中心とした地道な調査の結
果、No. 4 、9 など、現地の旧家や寺社伝来の古
文書というものが、全く存在しないわけではない
ことが、徐々に明らかとなりつつある。No. 10 小
寺家文書の存在も、そのような中から浮上してき
た情報の一つである。領主高木家とその支配をう
ける地域社会は、一体どのような関係を取り結ん
でいたのか、たとえば、武士身分と百姓身分の中
間点にいた家臣団は、領主高木家と村社会の狭間
で、どのような存在形態を示していたのか。こう
した問題の解明は、美濃の山奥の高木家所領とい
う、限られた地域社会内の事柄ではなく、近世社
会全体の本質理解につながるであろう。

③の治水関係文書については、高木家文書の特
質として、 すでに高い評価を得ている部分である。
附属図書館研究開発室においても、「エココレク
ションデータベース」の内部に、「木曽三川流域
環境史」のチャンネルを設け、GIS地理情報シス
テム、 古絵図コレクションなどの画像情報や、流
域に残されている治水碑の内容を示す「碑

いしぶみ

めぐ
り」、「美濃国地誌」から読み取ることのできる地
理情報など、多様な歴史情報資源を総合的に活用
できるデータベースの研究開発を進めている。本
稿の主題である古文書は、こうした多様な歴史情
報資源の、 有力ではあるが絶対的なものではな
く、その一部であるという視角は、今後とも大切
にする必要があるだろう。
その一方で、流域住民の視点を示す古文書の存

在については、意外に調査が進んでいない状況で
あったことも確認しておきたい。流域住民の視点
を示す古文書として、従来その存在が指摘されて
いたのは、No. 2 伊東氏所蔵の 3点であったと思
われる。 この 3点の古文書は、「高木様ゟ致拝借
候」という付紙があるという。厳密にいえば、高
木家文書の一部として、その存在が確認されたも
のである。しかし、近世期に流域で庄屋をつとめ
ていた伊東家が、その役目の必要上、高木家から
借用した文書だとすれば、高木家文書の近代以後
における散逸由来の分有とは質的に異なり、流域
住民の治水に対する関心のあり方を示す現用由来
の分有の事例として注目できよう。そののち、し
ばらく、流域住民の視点を示す古文書は、少なく
とも名古屋大学所蔵高木家文書との関連では行わ
れなかったが、この部分に本格的に切り込んだの
が、本稿で主題の一つとした No. 25 日比家文書
の調査、研究である。すでに述べたとおり、流域
住民の視点から、高木家あるいは幕府の治水の意
義を捉え直す手がかりとして、今後のさらなる活
用が期待される貴重な文書群である。
ところで、日比家文書のような古文書群は、必

ずしも、流域において極めて例外的に伝来した地
方文書というわけではなく、類似の古文書群が存
在し、相互に密接に連動している 16）。日比家文
書のような文書群の調査に着手した以上、流域に
伝来する他の膨大な地方文書の調査も、視野に入
れる必要が出てきたといえるのである。
もちろん、名古屋大学のような一つの学術機関
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で、調査に費やすことのできる資力には限りがあ
る。また、所蔵者や関連する公的機関が、すでに
適切な文書調査を実施している場合もある。木曽
三川流域および濃尾地域伝来の膨大な古文書群の
調査を、延々と続けるわけにはいかないことも確
かである。しかしながら、高木家文書の高度活用
のための関連文書の調査は、決して手当たり次第
の調査対象の拡大ではなかったことを確認してお
きたい。すなわち、これまで重視されてきた、も
とは高木家の旧蔵であった散逸由来の分有文書群
というよりは、高木家の活動と関連しつつ流域な
いし地域全体で本来的に分有されてきた現用由来
の文書群というものが視野に入ってきたことは、
大きな成果と言ってよいのではなかろうか。
つまるところ、高木家文書とは、名古屋大学所
蔵分の残り何点かを整理することで全体がみえる
という存在ではなく、流域および地域社会の現用
由来の文書分有秩序（アーカイブズ）の中に位置
づける必要のある存在である。表 3  No. 4 、8 、9 、
31 など、すでに縁のできている文書群をはじめと
して、附属図書館が未整理のままで所蔵している
尾張藩新田庄屋岡田家文書、美濃日置江文書、そ
の他新規所蔵文書など、地域伝来の文書群を着実
に整理、 調査、 研究し、 最終的に「エココレク
ションデータベース」 に搭載し、 高木家文書の
「新たな全体像」を目に見える形で提示すること
が、従来の整理事業とは異質な、明確かつ新たな
目標になると考える。
さらにいえば、文書群の構造分析を通じた基本
目録の作成を通じ、 文書群が生成し機能した「組
織」や「場」の問題に切り込み、現在や未来にお
ける文書活用の問題まで視野に入れようとしてい
る近年のアーカイブズ学（記録史料学）の理論に
学ぶことも、今後の重要な作業となる。高木家と
いう「組織」と、木曽三川流域という「場」は、
文書の生成、蓄積、活用において、相互にどのよ
うに連動していたのか、本稿のような文書整理の
現場体験に基づく素朴な認識レベルから飛躍し、
アーカイブズ学において構築されている理論の中
に位置づけ、あるいは既存の理論に修正を迫り、

その普遍的な価値を確認し、広く情報発信してゆく
ことを、 今後の大きな目標として掲げておきたい。
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－ 51 －

資料紹介

青木文庫所蔵 SP盤レコード目録稿

Catalog of 78 rpm record collection at Aoki Library

名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程
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Abstract
This paper will report on a study of the 78rpm standard-play records housed in the Aoki 

collection  of the Nagoya University Library. The collection in question is comprised of 

5 traditional Japanese music records and 59 Chinese opera records purchased  in the mid-

1920s by Masaru Aoki, a renowned scholar in the fi eld of Chinese literature. In this paper, 

I will use information from the record labels, catalogs of records, and prior research to 

inventory basic information including the year of issue, genre, and record company . In 

addition, I will provide a commentary, and  discuss the value of the  collection of records 

as a material  for the study of Chinese theater.

Keywords:  78 rpm record（SP 盤レコード），old Chinese opera record（老唱片），
Chinese opera（中国演劇）

はじめに
本稿では名古屋大学附属図書館青木文庫所蔵
の SP盤レコードについて紹介する。青木文庫は、
中国文学者青木正児の旧蔵書やノート、図像資料
をおさめた特別文庫である。その内容については
目録や個別の論文を通してかなり明らかになって
きたが、当該レコードについてはその他の資料と
は別個に保管されていたこともあり、目録からも
脱落していた 1）。そこで、本稿では、目録を示し
解説を加えることで、資料の性質や内容を明らか
にすると共に、青木の研究との関わりや資料の価
値など、その意義についても検討したい。

第一部：【解説篇】
1．概要
本レコードコレクションは、SP盤レコード 64

枚が 4函に分けて収められており、 それぞれ①
「崑曲其一」②「京調 老生 老旦」③「京調（正
旦 浄）梆子 太鼓 蘇灘 小調」④「梆子 太
鼓 広調 時調 雑曲」と書かれた題簽が貼られ
ている。（そのうち函④は壊れており、元々その
中に収められていたレコードは、現在は別の函に
収められている。壊れた函④に付された題簽と別
の函の中身との間に明らかな対応関係が見られる
ので、函④の中身を別の函に移したものと考えて
よいと思われる）
ただし、本来函③に収められるべき梆子調の元
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元紅のレコード（百代 32656、32657）が、函②に
入っているなどの混乱も見られ、恐らく現在の状
態は当初の分類通りではないと思われる。
内訳は、中国の演劇・芸能 59 枚と、邦楽 5枚
となっている。
また、レコードのほかに崑曲の歌辞を書いた紙
が 4枚、東方文化学院京都研究所の原稿用紙に記
入された「研究所蔵崑曲唱片目録」も収められて
いる。

2 ．中国レコードについて
2 - 1 ．レコード会社と、録音・発行時期
中国レコードは 59 枚。会社別では、百代公司
が 46 枚で大半を占め、Victorが 10 枚、Odeon（高
亭）が 3枚である。各レコード会社ごとに、録音
時期などを紹介する。

◆百代公司
百代公司はフランス人の E. Labansatが 1908 年
にフランスのパテ兄弟社（Pathé Frères）の代理店
として、上海に設立した柏徳洋行（1910 年に百
代公司と改称 2））を始まりとする 3）。当初は蓄音
機やレコードなどの販売のみだったが、まもなく
レコードの録音製作にも乗り出す。名優の名を騙
らった贋作が横行する中、本物の名優を揃えたこ
となどが支持され、一躍中国を代表するレーベル
のひとつとなった。1917 年には中国初のレコー
ド製造工場を建て、 本格的な国産も開始している。
（それまでは中国国内で録音したものを一旦海外
に送って生産していた）
青木に所蔵されている中では、陳徳霖「祭江」

「銀空山 /趕三關」（百代 32087-90）、龔雲甫「六
殿」「張義進宝」（百代 32103-6）、譚鑫培「売馬」
（百代 32543-4）、金秀山「牧虎関 /刺王僚」（百代
32716-7）が 1908 年前後の録音で最も早い。これ
らは百代唱片の最初のシリーズでもある。 つい
で、 譚鑫培の第 2シリーズの 6枚 （百代 33147-
53）や劉鴻聲（百代 33143）などが 1910 年代初
頭に録音され、余叔岩（百代 33658-60）などの
1920 年代初頭～半ばが最も遅い時期の録音とな
る。 4）

一方、 レコード自体の発行時期について言え
ば、いずれも外側から内側への回転のダイアモン
ド針のもので、レーベルには赤色の雄鶏がプリン

トしてあるが、これらは 1921 年前後に採用され
た形式である。1920 年代末にはレーベルの下地
が青色になり赤色の雄鶏のマークが消えたので、
1921 ～ 20 年代末に発行されたものとわかる。 5）

（レーベル、巻末図 1）

◆Victor
米 Victorは百代唱片に先立つ 1904 年に孫菊仙

などのレコード録音を行っている。本録音を、中
国音像協会では、現在分かる限りでは最初の「国
産レコード」だとみなしている 6）。Victorは当初
「役挫」「勝利」と名乗り、あるいは謀得利洋行を
通じて業務展開していたために「謀得利」として
知られていたが、贋作から評判を落とし、1924 年
に 「物克多」と改め態勢の立て直しを図った。の
ち、レーベル名は 1929 年に再び「勝利」に戻し
ている。 7）なお、青木のものの中に雙處「四郎探
母」（48033_B）があるが、呉小如によると Victor

の雙處もののほとんどは贋作とのことなので、本
盤もその可能性は否定できない 8）。
西村は、Victorのレーベルデザインの変遷につ
いて詳述しているので青木のものについても同
論文に従って分類すると、レコード番号 43328・
43341・43342・43349 は広東録音を意味する青色
のウイングレーベル、43376-78・43381・48033 は
福建・広東以外のその他の地域での録音を意味す
る紫色のウイングレーベルである。48028 は赤色
の特許レーベル（英語）で、48000 番台は上述の
青・紫 2色か福建の白色というルールに反する。
初期の中国録音では赤は官話を意味していたの
で、あるいはそれにならったのかも知れない。特
許レーベルは 1908 ～ 1913 年、ウイングレーベル
は 1914 ～ 1926 年にそれぞれ用いられたので、こ
のことから大体の発行時期が絞られる。9）ただし、
48028 には「物克多唱盤」の表記がある。（その
他はいずれも「Victor」表記のみ）「物克多」への
改名は 1924 年であるから、特許レーベルが使用
された時期と矛盾が発生する。あるいは、録音は
1908 ～ 1913 年で、1924 年以降に再発行される際
に特許レーベルデザインのままだったということ
だろうか。（レーベル、巻末図 2・ 3）
なお、 青木のなかに恩曉峰 「黄金台」（48028_

A） があるが、 呉小如も恩曉峰の「物克多」もの
は見たことがない、と述べており、後述する芸術
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研究院図書館にも所蔵がないことから、比較的珍
しい盤かと思われる 10）。

◆Odeon（高亭）
Odeonはドイツ International Talking Machine Co.

のレーベルで、もともと「利喊」という名で清末
に設立され、 1925 年に「高亭」として再出発し
た 11）。鋼鉄針盤ではレーベル部分が最初は赤で、
1929 年に青になった。 青木のものはいずれも赤
である 12）。また、『申報』の 1926 年１月 27 日増
刊に翁瑞午「義妖記（断橋）」（A26013）などの発
行を知らせる記事が掲載されていることから、少
なくとも同盤については 1925 ～ 6 初頭までに録
音されたことが確認できる 13）。 項馨吾（A26016-
7）についても『上海崑劇志』などの記述からほ
ぼ同時期の録音と推測されるが、著名京班全班合
奏 （A26048-9） については確認できない。 （レー
ベル、巻末図 4）

◆小結
以上、レコード会社ごとに見てきたが、次に中国

レコード全体について簡単に情報を整理しておく。
購入時期については、青木は 1922 年に江南を

旅行し、1925 ～ 26 年にかけて文部省の在外研究
員として北京中心に長期滞在しているので、この
2回の訪中の際（あるいは 2回目のみ）に中国で
購入したと考えられる。
上述の会社ごとの検討から、中国レコードの録
音時期は、基本的に 1908 年から 1926 年の範囲で
あり、青木の第 2回目の訪中時期までに収まる。
高亭の A26048-9 のみ 1925 ～ 1929 年とまでしか
絞れないが、これも 1926 年までに録音・発行さ
れたと考えるのが自然であろう。

2 - 2 ．内訳
本項では内容について大まかに分類してみる。
分類については、各盤のレーベル部分の記述及び
「百代公司唱片総目録」における分類を基礎とし
て、中国芸術研究院の目録（後述）を参考した。
「百代公司唱片総目録」はレコード同様青木文
庫の資料のひとつで、大判片面印刷された百代公
司のレコード目録（広告）である 14）。（巻末図 5・
6）演劇・芸能の種類ごと（京劇については行当
ごと）に排列され、演唱者とその劇目・演目が記

されている。発行年などは記述が無く不明だが、
青木の百代レコードの中では、最もレコード番号
が大きい尚小雲・余叔岩（百代 33650-33660）の
み掲載されていないことから、程艶秋「蘆花河」
（百代 33628）以降、33650 以前の発行であろうか
と考えられる。ただし、欄外に「広東や潮州など
のレコードは含まれていない」、と注意書きされ
ているように文字通りに「総目録」と受け取る
のは危険であろう 15）。その一部を『中国唱片厰
庫存旧唱片模版目録』 とつきあわせた限りでは、
31000 ～ 33000 番台のレコード番号の資料に限ら
れ、 34000 番台以降のものは見られないから、遅
くとも 34000 番台以前の発行だとはいえる 16）。
また、呉小如が 10 才の時に見たという 1920 年

代に印刷された百代公司のレコード全目広告とい
うのは、あるいはこれのことかもしれない 17）。
次に、その内訳を見てみる。（単位は「枚」）

〈演 劇〉
 京 劇：22
 崑 曲：15
 その他： 8 （粤劇： 4／梆子調： 3／蘇灘： 1）
〈芸 能〉
 小 調： 7 （ 北京小調： 3／杭州小調： 1／揚

州小調：１）
 鼓 詞： 4 （大鼓調： 3 ／梅花大鼓： 1）
 その他： 5 （ 唱春調： 2／八角鼓： 1／器楽：

2）

「百代公司唱片総目録」と、芸術研究院の目録
との間での相違もあり、厳密な分類とは言えない
が、ある程度の傾向は示していよう。ついで、個
別の劇種・芸能についてその中身と、青木との関
わりを見ていく。

◆京劇
京劇について、さらに行当ごとに分類すると、

生   譚鑫培：14・余叔岩： 6・劉鴻聲： 2・雙
處： 1・恩曉峰： 1・郭仲衡： 1

旦   龔雲甫： 6・程艶秋： 6・陳徳霖： 4・尚
小雲： 2・張菊芬： 1・小子和： 1

浄  金秀山： 2・李長勝： 1
（単位は「面」）
となる。この中で目を引くのは譚鑫培の 7枚（各
両面吹き込みで 14 面）という多さである。これ
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は一人の枚数としては全体でも最も多く、譚鑫培
を好んだ様子がうかがえる。
一方で、青木の初渡中以前の 1919 年にすでに
来日公演も果たすなど人気を博していた梅蘭芳の
レコードは 1枚も入っていない。青木は以下の文
章に見られるように、あまり梅のことは評価して
いなかったようである。

北方の人の音聲は南方人に比して調子甚だ高
きなり。日本にては老人の語聲はだみ聲かす
れ聲と相場定まり居るやうなれど、此わたり
の老人の金切り聲の若やぎたるは一奇なり。
これは特別なる場合なれど、老人の金切り聲
にて中國一の名人は、當今女形の親玉陳德麟
なるべし。六十餘歲の老

ら う じ ん

頭兒が十五六の姑
むすめ

娘
のやうな澄みきつた聲を出すこと、正に北京
七不思議の一に數へてよかるべし。今の世に
時めく梅某が凸坊の玩具の笛めくピイへ聲
など聽きたくも無し。梅某が妹婿とやらの徐
某が蚯蚓聲のお伽芝居、あんなものが人氣を
呼ぶとはさてもへ馬鹿者の多き北京なるか
な。それよりも、つゝましやかな程豔秋のし
つくりした做

しぐ さ

工と、愁を含んだ嗓
の ど

子の潤ひ、
あれはきつと物になること疑ひ無し。是を史
に徵するに、女形が幅をきかす時代の演劇は
衰勢を示せるやうなり。乾隆以還、相

かげま

公流行
つて崑曲亡ぶ。今の北京の劇界は女形のみ
か、女優にうつつをぬかすたわけ者さへ多い
事へ。譚叫天逝きて天下の秋。譚派の嫡嗣
余叔岩が腹藝よりも、梅某の目玉がハオハオ
とは、さてさて胸くその惡き事かな。 18）

逆に、 本文中で肯定的に言及されている陳徳
麟・程艶秋・譚叫天（譚鑫培）・余叔岩について
はいずれも所蔵があり、青木の好みを反映してい
る様子が確認できる。

◆崑曲
崑曲については、 「百代公司唱片総目録」 掲載
の 13 枚が全て所蔵されている。 青木は崑曲を高
く評価していたが、 その様子がよく伺える。 ま
た、帰国後の昭和 3年に長澤規矩也から送られた
書簡の文中にも高亭から程艶秋の新譜が出るとい
う記述と共に、崑曲の新譜が無く淋しい、という

記述が見られ、青木・長澤が崑曲のレコードに注
目していた様子が見て取れる 19）。
また、兪粟廬のコレクション（百代 33400-1、
33403-4、33419、33454-33461）についてはこれに
関連して傅芸子の文章があるので紹介する 20）。

青木迷陽博士は吾が国の曲学を研究してすで
に深い理解に達しており、崑曲や京劇の旧い
レコードの豊富なコレクションを有してい
る。……ある日博士はその所蔵するレコード
を出して私に見せてくれた。京劇は譚鑫培な
ど、秦腔は元元紅など、極めて富んでいる。
なかでも私を最も驚かせたのは兪粟廬翁が昔
百代公司のために録音した諸片が一つ一つみ
な揃っていたことである。……翁の哲嗣の振
飛君は私と戯曲仲間であり、長らく北京に滞
在していたが、この夏故郷に帰った。私が彼
を訪ねると、彼は先君の伝を私に見せ、あわ
せてかつて刊行した『度曲一隅』一冊を贈っ
てくれた。これは粟廬翁が自ら自分の諸レ
コードの曲譜を書いたものである。私は迷陽
博士が既にそのレコードを珍重しており、物
というものは常にそれを好む人の下に聚ま
るものであるから、この本を博士に贈って
レコードと曲譜との両方が揃うことを望ん
だ。博士の門下の奥村伊九良君はこの曲譜が
流伝することを望み、 ここに影印して世に広
めた。私は、吾が国の南北曲が日に日に衰え
ていくときに、今東瀛の人士がかえってこの
ように保存しようとすることに深く感慨を覚
える。迷陽博士が所蔵する兪翁のレコードの
豊富さは、恐らく世に並ぶものはないだろ
う。 21）

『度曲一隅』及びその影印本である『兪粟廬自
書唱片曲譜』 はともに青木文庫に所蔵されてい
る。なお、『度曲一隅』には百代レコードの 13 曲
の曲譜が収録されている。

◆芸能
支那趣味の父の感化のうちに育つた私は、子
供の頃から「算命曲」と云ふ極めて初步の明
淸樂の一曲を知つてゐた。六七歲の頃私の家
では常に胡琴や月琴、琵琶などの響が滿ちて
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ゐて、折々卓を圍んで西皮や二凡の調が流れ
た。 22）

というようにもともと中国の音楽に親しみを
もっていた青木だが、『江南春』でもしばしばう
たや語り物・芝居を実見する様子が描かれてい
る。以下に一例として鼓詞を耳にする場面の描写
を引用する。

それは私が二度目に此の川筋に遊んだ折の事
である。……綠楊村にさしかゝると、低い太
鼓と齒切れのよい拍板の音に連れて、調子の
低い旋律の緩やかな一曲が流れて來た。其れ
は今迄蘇杭あたりで聞いた事の無い、如何に
も物靜かな暢りしたもので、民間生え拔きの
民謠共通の情趣を備へてゐた。私は聽耳を立
てて聞いてゐればゐる程敦朴な情趣にそゝら
れる。慥かに之は物になつてゐると思つて、
試みに骨董屋に問うて見ると「唱道情」の三
字を私の手帳に書いてくれた。敲いてゐるの
は「漁鼓」で、唱つてゐる外題は「珍珠塔」
だと云ふ事まで正確に敎へて吳れた。まあ何
と胸の躍る事だらう、其れは私の見ぬ戀に焦
るゝ幻の一つであつた。現今の道情は語り物
の一種たる「鼓兒詞」の內で、勸戒の語を寓
するものを指して云ふのであるが、其の源は
道士が衆生を普化する爲に離塵絕俗の語を綴
り唱つたものださうな。今此所に聞きつゝあ
る道情は無論第二義的のもの、卽ち鼓兒詞の
一種であらうが、其曲調のさび加減は、蘇州
や上海の書場でやってゐる鼓詞・彈詞と比較
にならぬ民謠的情調の豐かなものであつた。
私の眞に聽くを望む所のものは古典的な道士
の歌であるが、 しそれから流れ出た此の曲
に不滿は無い。 23）

青木が興趣を覚えている様子がよく伝わってく
る。また、青木には「語り物の源流」という論文
もあるように、語り物への強い関心を持っていた
が、この文章からは、実際に書場に鼓詞や弾詞を
聞きに行っていたこともわかる 24）。青木文庫所
蔵のレコードについても、同様の関心と興趣から
買いそろえたのであろう。

3. 邦楽レコードについて
邦楽レコードは 5枚。いずれも株式会社日本

蓄音機商会発行である。同株式会社は日米蓄音
機商会（明治 40 年設立）と日本蓄音機商会（明
治 43 年設立）が明治 45 年に合併し株式会社
化して成立した 25）。合併後は、ニッポノホン
（NIPPONOPHONE）というレーベル名で知られ
る。後の日本コロムビア株式会社である。
発行時期は、もっとも古い吉原〆治／小岬

（NIPPONOPHONE 1052/2075）・琴治芝加津／歌
澤土佐（同 1299/2150）が『日本蓄音機文句全集』
（大正 2年 12 月）に掲載されていることから、大
正 2年 12 月以前の発行だと知られる 26）。ただし、
倉田によればニッポノホンのレコード番号 1000
～ 1767 は明治期（42 年 9 月～ 45 年 7 月）の発売
で、 1843～2199 は大正期の発売とのことなので、
明治期に片面盤として既に発行されていた吉原〆
治「二上り新内」（同 1052）、新橋琴治・歌澤芝
加津 「住吉」 （同 1299） を大正期に入って小岬
「秋の夜」（同 2075）、歌澤土佐「宇治茶」（同
2150）と組み合わせて両面盤にして再発行したも
のと考えられる 27）。
同様に、芳村孝二郎他（同 3260-1）が『ニッポ

ノホン音譜文句全集 （増補三版）』 （大正 7年 6
月）には未掲載で 28）、『同（増補四版）』（大正 8
年 3月）に初掲載されていることから大正７～８
年初頭の発行 29）、 春風亭柳 （同 3650-1） が『同
（増補五版）』（大正 9年 7月）に初掲載されてい
ることから大正 8 ～ 9年前半の発行 30）、芳村伊
十郎他（同 4707-8）が『同（増補六版）』（大正 11
年 8 月）に初掲載されていることから大正 9～ 11
年前半の発行だとそれぞれ考えられる 31）。無論、
このことは青木が大正 11 年以前にこれらを買い
揃えたことを必ずしも意味しない。（レーベル、
巻末図 7）
青木の家庭は父親が明清楽を好むなど中国の音

楽に親しむ機会が多かったが、その一方で母親は
三味線を好むなど邦楽への素地もあった。青木の
邦楽への嗜好を物語るいくつかの記述を以下に引
用する。

さらに長じて第五高等学校に入って以後は、
浄瑠璃などの音曲をも嗜んで、やがて三味線
をも時にはみずから弄弾するほどであったと
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いう。 32）

わたくしが博士にはじめてお目にかかったの
は、ずいぶん古いことで、明治四十五年の初
夏であった。……やがて博士が出てこられて
座敷に通されると、すぐ目についたのは、書
棚にならべられている『俗曲評釈』と題する
四、五冊の書物であった。 33）

朝蘇州を立つ時からしてどうも氣持が好かつ
た。車窻から菜種や靑麥の畑を見てゐると、
何時の間にやら日本の何處かを旅行してゐる
やうな馴々しい氣持になつて了つて、鼻唄の
一つが覺えず口に出た。「……浮世を渡る風
雅者、 謠ふも舞ふも囃すのも、 獨旅寢の草
枕、……」と云ふ剽輕な漂泊的氣分と自分の
意境とがしつくりと吻合して、角兵衞獅子が
彷彿と腦裡に浮んで來る。自分は支那文學に
足を踏み入れ、今支那を知らうとして身を其
の國に置いて居ながら、矢張日本が好きだっ
た。 34）

南京で青木が口ずさんだ「角兵衞獅子」と
は、青木にも所蔵されている「越後獅子」
（NIPPONOPHONE 3260-1）の別名である。

4 . 崑曲歌辞
『玉簪記』「琴挑」・『 海記』「思凡」・『金雀記』

「喬醋」・『蝴蝶夢』「説親」の歌辞が 4枚に渡り墨
書されている。 このうち 「説親」を除く 3曲は、
「琴挑」は徐寅生・花珍珍版（百代 33236）、「思
凡／喬酷」は張五宝版（百代 32829-32830）のレ
コードの所蔵がある。

5 . 研究所蔵崑曲唱片目録
東方文化学院京都研究所（現京都大学人文科学
研究所）の原稿用紙 6枚に墨書されており、冒頭
に「研究所蔵崑曲唱片目録」とある。同研究所所
蔵の崑曲レコード目録であろう。リストは目録 2
を参照されたい。
確認できた限りでは 1930 年前後から 1930 年代
末に発行されたレコードなので、青木文庫のもの
より時期は遅れる。

第二部： 【目録篇】青木文庫所蔵SP盤レコード
目録

1 . 青木文庫所蔵SP盤レコード目録
◆凡例
収録は、函ごとに、百代、Victor、高亭、日本蓄

音機協会（日蓄）の順とする。基本的にはそれ
ぞれのレコード番号順とするが、葉長根（百代
33174）と、張少泉（百代 33502）はこの 2面で 1
枚を構成しているが、レコード番号が離れている
ので例外的に百代 33174 の次に百代 33502 を入れ
た。 また、 盤構成がわかるように、 「函番号 _順
番 a/b」というかたちで仮目録番号を附したが、上
述したとおり、本来の函の分類と現状とでは若干
の相違が生じている。本稿では現状保存を原則と
したが、将来的には再分類するべきかもしれない。
録音年代についてはわかる限りにおいて記入し

た。諸説あるものについては併記したが、その中で
信憑性の低いものについては括弧に入れるかたち
で記述した。なお、邦楽については解説篇で、録
音年代について考察したので出典表記は省略する。
劇種については、百代のものについては「百代
公司唱片総目録」により、Victor・高亭について
はレーベル情報に依った。ただし、京劇について
は「百代公司唱片総目録」では行当表記としてい
るが便宜上「京劇」に統一した。また、芸術研究
院目録と相違する場合には、芸術研究院目録での
分類を括弧に入れるかたちで併記した。
演員については原則レーベル情報に従った。芸
術研究院目録で追記している場合は括弧に入れて
追記し、「百代公司唱片総目録」と相違する場合
は備考で記した。
一部のレーベルには青木によると思われる朱筆
での書き込みがある。［朱］の略号を附して、備
考で記した。

出典略号／（百）；「百代公司唱片総目録」、
（芸）；「中国芸術院目録」、（老）；「中国京劇老唱
片」 35）、（北）；「北京志・文化芸術巻・戯劇志・曲
芸志・電影志」 36）、（上）；「上海崑劇志」 37）、（呉）；
呉小如「羅亮生先生遺作《戯曲唱片史話》訂補」、
（崑）；朱復「崑曲唱片目録」 38）、（兪）；兪冰「中
国芸術研究院收藏的京劇老唱片版本研究」 39）、
（葛）；葛涛「“百代”浮沈 ― 近代上海百代唱片
公司盛衰紀」、（徐）；徐羽中『二十世紀上半葉中
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国唱片初探』、 （大）；「京劇大典」 40）、（程）；「菊
壇経典：京劇大師程硯秋老唱片全集」 41）、（余）；

「菊壇大師：余叔岩絶版珍品」2  42）

番号 会社 レコード
番号 演員 演目 劇種 録音年代 備考

1_01_a 百代 32829 張五寶 思凡 崑腔（蘇灘） 民初（呉）1912（兪）
（1921 前後（崑））

1_01_b 百代 32830 張五寶 喬酷 崑腔（蘇灘） 民初（呉）1912（兪）
（1921 前後（崑）） ※ 1

1_02_a 百代 32881_1 張筱棣・葉菊蓀 和番＿頭段 蘇灘

1_02_b 百代 32881_2 張筱棣・葉菊蓀 和番＿二段 蘇灘

1_03_a 百代 33234 小紫鵑・花珍珍 小宴 崑腔（蘇灘）

1_03_b 百代 33235 小紫鵑 八陽 崑腔（蘇灘）

1_04_a 百代 33236_1 徐寅生 琴挑＿五段 崑腔 1921 前後（崑） ※ 2

1_04_b 百代 33236_2 花珍珍（・徐寅生） 琴挑＿六段 崑腔（蘇灘） 1921 前後（崑） ※ 3

1_05_a 百代 33237_1 徐寅生・陳鳳春 下山＿頭段 崑腔（蘇灘） 1921 前後（崑）

1_05_b 百代 33237_2 徐寅生・陳鳳春 下山＿二段 崑腔（蘇灘） 1921 前後（崑）

1_06_a 百代 33400 兪粟廬 定情 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 4

1_06_b 百代 33401 兪粟廬 八陽 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 5

1_07_a 百代 33403 兪粟廬 折書 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 6

1_07_b 百代 33404 兪粟廬 三醉 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 7

1_08_a 百代 33407 殳九組 學堂 崑曲 1921 前後（崑） ※ 8

1_08_b 百代 33408 殳九組 掃花 崑曲 1921 前後（崑） ※ 9

1_09_a 百代 33409 鈞天集 會員 投淵 崑曲 1921 前後（崑） ※ 10

1_09_b 百代 33410 殳九組 長生殿 小晏 崑曲 1921 前後（崑）

1_10_a 百代 33419 兪粟廬（・殳九組） 佳期張生 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 11

1_10_b 百代 33420 殳九組 佳期紅娘 崑曲 1921 前後（崑）

1_11_a 百代 33454 兪粟廬 亭會 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 12

1_11_b 百代 33455 兪粟廬 拾畫 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 13

1_12_a 百代 33456 兪粟廬 仙圓 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 14

1_12_b 百代 33457 兪粟廬 秋江 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 15

1_13_a 百代 33458 兪粟廬 辭朝 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 16

1_13_b 百代 33459 兪粟廬 書館 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 17

1_14_a 百代 33460 兪粟廬 賜盒 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 18

1_14_b 百代 33461 兪粟廬 哭像 崑曲 1921（上）1921 前後（呉）（崑） ※ 19

2_01_a 百代 32087 陳德林 祭江＿頭段 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

2_01_b 百代 32088 陳德林 祭江＿二段 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

2_02_a 百代 32089 陳德林 銀空山 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）
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番号 会社 レコード
番号 演員 演目 劇種 録音年代 備考

2_02_b 百代 32090 陳德林 趕三關 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

2_03_a 百代 32543 譚鑫培 賣馬＿頭段 京劇 1907（徐）（老）

2_03_b 百代 32544 譚鑫培 賣馬＿二段 京劇 1907（徐）（老）

2_04_a 百代 32656_1 元元紅・小禿紅 南天門＿頭段 梆子調（河北梆子）

2_04_b 百代 32656_2 元元紅・小禿紅 南天門＿二段 梆子調（河北梆子）

2_05_a 百代 32657 元元紅 探母 梆子調（河北梆子） 清末民初（北）

2_05_b 百代 32665 元元紅 戰北原 梆子調（河北梆子） 清末民初（北）

2_06_a 百代 32716 金秀山 牧虎關 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

2_06_b 百代 32717 金秀山 刺王僚 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

2_07_a 百代 33143_1 劉鴻聲 轅門斬子＿頭段 京劇 清末（待考）（北）
-1912（呉）1912（老）

2_07_b 百代 33143_2 劉鴻聲 轅門斬子＿二段 京劇 清末（待考）（北）
-1912（呉）1912（老）

2_08_a 百代 33147 譚鑫培 戰太平 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_08_b 百代 33148 譚鑫培 慶頂珠 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_09_a 百代 33149_1 譚鑫培 托兆碰碑＿頭段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_09_b 百代 33149_2 譚鑫培 托兆碰碑＿二段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_10_a 百代 33150_1 譚鑫培 捉放曹＿頭段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_10_b 百代 33150_2 譚鑫培 捉放曹＿二段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_11_a 百代 33151_1 譚鑫培 桑園寄子＿頭段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_11_b 百代 33151_2 譚鑫培 桑園寄子＿二段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_12_a 百代 33152_1 譚鑫培 烏盆計＿頭段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_12_b 百代 33152_2 譚鑫培 烏盆計＿二段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_13_a 百代 33153_1 譚鑫培 四郎探母＿頭段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_13_b 百代 33153_2 譚鑫培 四郎探母＿二段 京劇 1912（呉）（徐）（老）民初（北）

2_14_a 百代 33658_1 余叔岩 捉放曹＿頭段 （京劇） 1921 前後（呉）
1923（徐）1925（老）20 年代（北）

2_14_b 百代 33658_2 余叔岩 捉放曹＿二段 （京劇） 1921 前後（呉）
1923（徐）1925（老）20 年代（北）

2_15_a 百代 33659 余叔岩 賣馬 （京劇） 1921（余）1921 前後（呉）
1923（徐）1925（老）20 年代（北）

2_15_b 百代 33660 余叔岩 法場換子 （京劇） 1921（余）1921 前後（呉）
1923（徐）1925（老）20 年代（北）

3_01_a 百代 32103 龔雲甫 六殿＿頭段 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

3_01_b 百代 32104 龔雲甫 六殿＿二段 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

3_02_a 百代 32105 龔雲甫 張義進寶＿頭段 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

3_02_b 百代 32106 龔雲甫 張義進寶＿二段 京劇 1906 前後（北）
1907（徐）1908（老）

3_03_a 百代 32599_1 王寶翠 妓女自嘆＿頭段 大鼓調（天津時調）

3_03_b 百代 32599_2 王寶翠 妓女自嘆＿二段 大鼓調（天津時調）
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番号 会社 レコード
番号 演員 演目 劇種 録音年代 備考

3_04_a 百代 32668_1 王德山・紅菊仙 小上墳＿頭段 北京小調（京劇）

3_04_b 百代 32668_2 王德山・紅菊仙 小上墳＿二段 北京小調（京劇）

3_05_a 百代 32799_1 王少奎・水上漂 鋸大缸＿頭段 北京小調（北路梆子）

3_05_b 百代 32799_2 王少奎・水上漂 鋸大缸＿二段 北京小調（北路梆子）

3_06_a 百代 33174 葉長根（・崔昆山） 打牙牌 揚州小調 1921（葛） ※ 20

3_06_b 百代 33502 張少泉（・葉長根） 打牙牌＿二段 揚州小調 1921（葛） ※ 21

3_07_a 百代 33272 馮長報 露水夫妻 杭州小調 ※ 22

3_07_b 百代 33273 林福興・馮長報 手扶欄杆 杭州小調 ※ 22

3_08_a 百代 33323_1 丁鳳九・王少奎 瞎子逛燈＿頭段 北京小調（京劇） ※ 23

3_08_b 百代 33323_2 丁鳳九・王少奎 瞎子逛燈＿二段 北京小調（京劇） ※ 23

3_09_a 百代 33350_1 龔雲甫 行路訓子＿頭段 京劇 1912-（呉）（徐）
（1908（老）（大））

3_09_b 百代 33350_2 龔雲甫 行路訓子＿二段 京劇 1912-（呉）（徐）
（1908（老）（大））

3_10_a 百代 33354_1 劉寶泉 鬧江州＿頭段 大鼓調（京韻大鼓） 1920（老） ※ 24

3_10_b 百代 33354_2 劉寶泉 鬧江州＿二段 大鼓調（京韻大鼓） 1920（老） ※ 24

3_11_a 百代 33476 古樂講習 會會員 天門詄蕩 梆子調（民間器楽）

3_11_b 百代 33477 古樂講習 會會員 中和韶樂 梆子調（民間器楽）

3_12_a 百代 33484_1 林雍容 道情＿方卿見姑娘＿頭段 唱春調（蘇灘） 1921（葛）

3_12_b 百代 33484_2 林雍容 道情＿方卿見姑娘＿二段 唱春調（蘇灘） 1921（葛）

3_13_a 百代 33486_1 鄒劍魂 孟姜女尋 夫＿頭段 唱春調（蘇灘） 1921（葛）

3_13_a 百代 33486_2 鄒劍魂 孟姜女尋 夫＿二段 唱春調（蘇灘） 1921（葛）

3_14_a 百代 33625_1 程豔秋 罵殿＿頭段 京劇 1923（呉）（徐）（老）（程）
20 年代（北）

3_14_b 百代 33625_2 程豔秋 罵殿＿二段 京劇 1923（呉）（徐）（老）（程）
20 年代（北）

3_15_a 百代 33626 程豔秋 孔雀屏 京劇 1923（呉）（徐）（老）（程）
20 年代（北）

3_15_b 百代 33627 程豔秋 迴龍閣 京劇 1923（呉）（徐）（老）（程）
20 年代（北）

3_16_a 百代 33628_1 程豔秋 蘆花河＿頭段 京劇 1923（徐）（老）（程）20 年代（北）

3_16_b 百代 33628_2 程豔秋・郭仲衡 蘆花河＿二段 京劇 1923（徐）（老）（程）20 年代（北）

3_17_a 百代 33650 尚小雲 秦良玉 京劇 1923（老）20 年代（北）

3_17_b 百代 33651 尚小雲 御碑亭 京劇 1923（老）20 年代（北）

3_18_a Victor 48028_A 恩曉峰 黃金臺 京劇

3_18_b Victor 48028_B 李長勝・張菊芬 御菓園 京劇

3_19_a
Victor 48033_A 小子和 貴妃醉酒 京劇

3_19_b Victor 48033_B 雙處 四郎探母 京劇

4_01_a Victor 43328_A1 牡丹蘇 閻瑞生 驚夢＿第一 喉管二簧（粤劇）
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番号 会社 レコード
番号 演員 演目 劇種 録音年代 備考

4_01_b Victor 43328_B2 牡丹蘇 閻瑞生 驚夢＿第二 喉管二簧（粤劇）

4_02_a Victor 43341_A1 靚新華 風流天子＿遊驪山宮＿第
一 橫笛西皮（粤劇）

4_02_b Victor 43341_B2 靚新華 風流天子＿遊驪山宮＿第
二 橫笛二流（粤劇）

4_03_a Victor 43342_A3 靚新華 風流天子＿遊驪山宮＿第
三 橫笛二流（粤劇）

4_03_b Victor 43342_B4 靚新華 風流天子＿遊驪山宮＿第
四 橫笛細花（粤劇）

4_04_a Victor 43349_A3 牡丹蘇 名士風流＿第三 洋琴乙（粤劇）

4_04_b Victor 43349_B4 牡丹蘇 名士風流＿第四 洋琴二流（粤劇）

4_05_a Victor 43376_A 金萬昌 指日高陞 梅花大鼓

4_05_b Victor 43376_B 金萬昌 鴻雁梢書 梅花大鼓

4_06_a Victor 43377_A 何質臣 風雨歸舟 八角鼓 1924（老）

4_06_b Victor 43377_B 何質臣 秋聲賦 八角鼓 1924（老）

4_07_a Victor 43378_A1 鍾姑娘 大西廂＿第一 大鼓

4_07_b Victor 43378_B2 鍾姑娘 大西廂＿第二 大鼓

4_08_a Victor 43381_A 劉紫紅 算糧拜壽 梆子（河北梆子）

4_08_b Victor 43381_B 劉紫紅 殺廟 梆子（河北梆子）

4_09_a 高亭 A26013_a
（Tab27） 翁瑞午 義妖記＿斷橋＿頭段 崑曲 1925-6（呉）1926（徐）（上）

（1921-6 前後（崑））

4_09_b 高亭 A26013_b
（Tab28） 翁瑞午 義妖記＿斷橋＿二段 崑曲 1925-（呉）1926（徐）（上）

（1921-6 前後（崑））

4_10_a 高亭 A26016
（Tab31） 項馨吾・徐摹煙 鐵冠圖＿刺虎 崑曲 1925-（呉）1926（徐）（上）

（1921-6 前後（崑））

4_10_b 高亭 A26017
（Tab32） 項馨吾 紫釵記＿陽關 崑曲 1925-（呉）1926（上）

（1921-6 前後（崑））

4_11_a 高亭 A26048
（Tab83） 著名京班全班合奏 三六 （民間器楽） 1925-（呉）

4_11_b 高亭 A26049
（Tab84） 著名京班全班合奏 四合 （民間器楽） 1925-（呉）

4_12_a 日蓄 1052 吉原〆治 二上り
新内 小唄 1909-12

4_12_b 日蓄 2075 新橋小岬 秋の夜 小唄 1912-3 　

4_13_a 日蓄 1299 新橋琴治・歌澤芝加津 住吉 歌澤 1909-12 　

4_13_b 日蓄 2150 歌澤土佐 宇治茶 歌澤 1912-3

4_14_a 日蓄 3260 芳村孝二郎ほか 越後獅子＿濱歌 長歌 1918-9 ※ 25

4_14_b 日蓄 3261 芳村孝二郎ほか 越後獅子＿好いた水仙よ
り 長歌 1918-9 ※ 25

4_15_a 日蓄 3650 圓若改め 春風亭柳 夕ぐれ 端唄 1919-20 　

4_15_b 日蓄 3651 圓若改め 春風亭柳 吾がもの 端唄 1919-20 　

4_16_a 日蓄 4707 芳村伊十郎ほか 筑摩川＿様子得たりとよ
り 長唄 1920-2 ※ 26

4_16_b 日蓄 4708 芳村伊十郎ほか 筑摩川＿力に押されより 長唄 1920-2 ※ 26

※ 1 ；金雀記［朱］
※ 2；玉簪記［朱］、小紫鵑・花珍珍（百）

※ 3；小紫鵑・花珍珍（百）
※ 4；長生殿［朱］
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※ 5；千鍾祿［朱］
※ 6；西樓記［朱］
※ 7；邯鄲夢【北】［朱］
※ 8；牡丹亭［朱］
※ 9；邯鄲夢【北】［朱］
※ 10；雙珠記［朱］
※ 11；西廂［朱］
※ 12；紅梨記［朱］
※ 13；牡丹亭［朱］
※ 14；邯鄲【北 ?】［朱］
※ 15；玉簪記［朱］
※ 16；琵琶記［朱］
※ 17；琵琶記［朱］
※ 18；長生殿［朱］
※ 19；長生殿【北】［朱］
※ 20； 製造番号「33173」（芸）、 巴小山・陳明貴・

張少泉合唱、葉長根唱（百）

※ 21； 製造番号「33174」（芸）、 巴小山・陳明貴・
張少泉合唱、葉長根唱（百）

※ 22；馮長報・林福興・楊珊姐合唱（百）
※ 23；高玉芬・王少奎・丁鳳九合唱（百）
※ 24；劉寶「全」であろう。
※ 25； 芳村孝二郎［唄］・今藤長十郎［三味線］・

六合新三郎［囃子］
※ 26； 芳村伊十郎［唄］・杵屋栄蔵［三味線］・

杵屋栄二［上調子］・外囃子連中

2 ．研究所蔵崑曲唱片目録
◆凡例
収録は青木の原稿の記述順とする。レコード

番号と録音年代は論者が朱复目録により追記し
た 43）。なお、アスタリスク付きの記述は論者の
追記である。

会社 レコード番号 面数 演員 劇目 唱段 録音年代
蓓開 B34111Ⅰ 一 顧律玠 牧羊記 望郷 ～ 1929
百代 34655b 一 徐突之 琵琶記 書館 1935
百代 34655a 一 甘貢三 琵琶記 埽松 1935
蓓開 B34110Ⅰ 一 顧律玠・朱傳茗 連環記 梳粧（今題鳳儀亭） ～ 1929
麗歌 41006a/b 二 侯永奎 寶劍記 夜奔 1930 年代
百代 34656a/b 二 甘貢三・張善薌 浣沙記 寄子 1935
麗歌 41003a/b 二 韓世昌・白雲生 紫釵記 折柳 1930 年代
蓓開 B34101Ⅰ 二 顧律玠・朱傳茗 紫釵記 又（*折柳） ～ 1929
麗歌 41004a/b 二 韓世昌 還魂記 遊園 1930 年代
麗歌 二 韓世昌 南柯記 瑤臺
蓓開 B34111Ⅱ 一 朱傳茗 南柯記 又（*瑤臺） ～ 1929
蓓開 B34110Ⅱ 一 顧律玠・朱傳茗 獅吼記 梳粧 ～ 1929

勝利 54269a/b
54304b※ 三 韓世昌・錢某（*錢太太） 玉簪記 偸詩 1930 前後

勝利 54124b 一 陶顯庭 宵光劍 功（*臣）宴 1930 前後
勝利 54341a/b 二 韓世昌 爛柯山 痴夢 1930 前後

    ※ 54304bは韓世昌のみ

【参考】
以上では、青木文庫におけるレコードの所蔵
状況と、 その内容について明らかにした。 本項で
は、参考として、当該レコードの日中の他機関に
おける所蔵状況や、昨今の復刻版 CDにおける収
録状況を確認する。

1 . 他機関における所蔵状況について
◆日本
日本国内では、濱一衛の旧蔵資料を収めた、九

州大学附属図書館濱文庫が SP盤 66 枚・LP盤 65
枚の戯曲レコードを所蔵している。1930 年代か
ら解放後にかけてのものなので、青木文庫のもの
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より時代は下る。 44）

このほか、国立民族学博物館が、日本コロム
ビア旧蔵の外地録音資料（レコード原盤 6800 枚
及びその複製音源約 7000 曲分）を所蔵している。
当該コレクションは上海・台湾・朝鮮で録音され
たレコードにより構成されているので、すべてが
中国関係のものというわけではないが、中国の演
劇・芸能のレコードに関する日本における最大規
模の所蔵数であることは間違いあるまい。 45）

ただし、そのうち、青木所蔵資料と重なるもの
はあまり多くなく、劉鴻聲（百代 33143）・譚鑫
培（百代 33153）・程艶秋（百代 33625）の 3枚の
みである 46）。この 3枚については、日本コロム
ビアが創立 70 周年を記念して制作した『中国伝
統音楽集成：史料としての SP原盤復刻』所収の
LPレコードにも収録されている 47）。

◆中国
中国における SPレコードの所蔵状況について
はすでに尾高・田中・山内の 3氏による調査報告
がある 48）。そこで本稿では、この中でも最大級
の所蔵数をほこる中国芸術研究院図書館の所蔵状
況についてのみ調査を行った。 49）なお、3氏の調
査時点と目録の閲覧状況などに若干の相違がある
のでこちらについても記しておく。
現在、中国芸術研究院図書館の所蔵 SPレコー
ドについては、同図書館 1階検索室の PCによっ
て電子目録を検索できるようになっている。この
ほか、6階に中国芸術研究院の前身である旧音楽
研究所と旧戯曲研究所のカード目録がある。ただ
し、カード目録と電子目録とでは情報が必ずしも
完全に一致しないので、本稿ではより新しいデー
タであることが期待される電子目録の情報を優先
し、カード目録は補完的に利用した。
調査の結果、青木所蔵のうち 59 枚中 52 枚の所
蔵が確認された。欠けていたのは靚新華（Victor

43341-2）・何質臣（Victor43377）・鍾姑娘（Victor

43378）・恩曉峰／李長勝・張菊芬（Victor48028）・
小子和／雙處（Victor48033）・鈞天集会員／殳九
組（百代 33409-33410）（ただし 33409 はカード目
録にはあり）の 7枚 14 面である。

2 ．CDへの収録状況
中国では近年 SP盤レコードの復刻版 CDが多

く出されている。そもそも香港や台湾も含んだ中
華圏では以前より SP盤レコードからのコピー版
が出版されていたが、これらの復刻版により、古
い音源の入手がより容易になっている 50）。青木
の資料の内、2010 年現在入手可能なものについ
て調査した。詳細は巻末の目録を参照されたい。
ひとつ注目すべきは、中国芸術院が進めている
所蔵音像資料のデジタル化である。

（本院では）設備が次第に整備されるのに従
い、デジタル化による資料の保護活動が続々
と展開されている。2006 年からはまず 「崑曲
大典」 「京劇大典」などの重点課題に合わせ
て、録音テープ（*蝋管・オープンリール・
カセットテープなど）・ビデオテープ・旧レ
コード（*原文：老唱片）のデジタル化を開
始した。現在館藏資料のうち崑曲部分につ
いてはすでに全て完成し、京劇部分も半分
近く完成した。……デジタル化が完成した
音楽・映像資料は合計、旧レコード 800 面
強（420 枚強） 820 曲以上、 録音テープ 300
巻強、680 曲以上、ビデオテープ 380 巻にの
ぼる。……今年は引き続き旧レコード・オー
プンリール式テープ・ビデオテープの作業を
進めるほか、さらに鋼帯式テープやカセット
テープのデジタル化も進める。 51）

ここで触れている 「崑曲大典」 「京劇大典」と
は、ともに「崑曲芸術大典」「京劇芸術大典」を
正式名称とし、それぞれ脚本や曲譜などの文献資
料のほか、戯単などの図像資料、映像資料、音楽
資料を収録・出版する一大プロジェクトである。
2010 年末にも出版を予定している「崑曲芸術大
典」は 90 巻にも及び、音楽方面についていえば
館蔵の 240 時間もの音源資料の中から、兪粟廬
の 13 面など 100 時間近くを収録するというから、
青木と重複する部分についてはかなりカバーされ
ることが予想される。 52）

また、正式出版という形にならずとも、デジタ
ル化を進めることで、資料の保全と、公開のしや
すさに一定の進歩が見られることが期待される。
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番号 会社 レコード番号 演員 演目 ○ △
2_01_a 百代 32087 陳德林 祭江＿頭段 （老） （譚）
2_01_b 百代 32088 陳德林 祭江＿二段 （老） （声）
2_03_a 百代 32543 譚鑫培 賣馬＿頭段 （老） （声）（譚）
2_03_b 百代 32544 譚鑫培 賣馬＿二段 （老） （声）（譚）
2_07_a 百代 33143_1 劉鴻聲 轅門斬子＿頭段 （伝） （声）
2_07_b 百代 33143_2 劉鴻聲 轅門斬子＿二段 （伝） （声）
2_08_a 百代 33147 譚鑫培 戰太平 （老） （声）（譚）
2_08_b 百代 33148 譚鑫培 慶頂珠 （老） （声）（譚）
2_09_a 百代 33149_1 譚鑫培 托兆碰碑＿頭段 （老） （譚）
2_09_b 百代 33149_2 譚鑫培 托兆碰碑＿二段 （老） （譚）
2_10_a 百代 33150_1 譚鑫培 捉放曹＿頭段 （老） （譚）
2_10_b 百代 33150_2 譚鑫培 捉放曹＿二段 （老） （譚）
2_11_a 百代 33151_1 譚鑫培 桑園寄子＿頭段 （老） （声）（譚）
2_11_b 百代 33151_2 譚鑫培 桑園寄子＿二段 （老） （声）（譚）
2_12_a 百代 33152_1 譚鑫培 烏盆計＿頭段 （老） （譚）
2_12_b 百代 33152_2 譚鑫培 烏盆計＿二段 （老） （譚）
2_13_a 百代 33153_1 譚鑫培 四郎探母＿頭段 （伝）（老） （譚）
2_13_b 百代 33153_2 譚鑫培 四郎探母＿二段 （伝）（老） （譚）
2_14_a 百代 33658_1 余叔岩 捉放曹＿頭段 （老）
2_14_b 百代 33658_2 余叔岩 捉放曹＿二段 （老）
2_15_a 百代 33659 余叔岩 賣馬 （老）（余）
2_15_b 百代 33660 余叔岩 法場換子 （老）（余）
3_01_a 百代 32103 龔雲甫 六殿＿頭段 （老）
3_01_b 百代 32104 龔雲甫 六殿＿二段 （老）
3_09_a 百代 33350_1 龔雲甫 行路訓子＿頭段 （大） （声）
3_09_b 百代 33350_2 龔雲甫 行路訓子＿二段 （大） （声）
3_10_a 百代 33354_1 劉寶泉 鬧江州＿頭段 （劉）
3_10_b 百代 33354_2 劉寶泉 鬧江州＿二段 （劉）
3_14_a 百代 33625_1 程豔秋 罵殿＿頭段 （伝）（老）（程）
3_14_b 百代 33625_2 程豔秋 罵殿＿二段 （伝）（老）（程）
3_15_a 百代 33626 程豔秋 孔雀屏 （老）（程）
3_15_b 百代 33627 程豔秋 迴龍閣 （老）（程）
3_16_a 百代 33628_1 程豔秋 蘆花河＿頭段 （老）（程）
3_16_b 百代 33628_2 程豔秋‧郭仲衡 蘆花河＿二段 （老）（程）
3_17_a 百代 33650 尚小雲 秦良玉 （老）
3_17_b 百代 33651 尚小雲 御碑亭 （声）
3_18_a Victor 48028_A 恩曉峰 黃金臺 （老）

3 ． 青木文庫所蔵SP盤レコード目録（CD等収
録状況）

◆凡例
青木文庫所蔵 SP盤中国レコードの内、現在

CD等として入手可能な作品のリストを示す。
○の欄は当該 CDにレコード会社、録音年の情
報が明記されており、確かに青木のレコードと一
致することが確認できたもので、△はそのどちら
かが欠けているものを表す。『中国伝統音楽集成』
はそれ単体では情報が欠けているが、『日本コロ

ムビア外地録音ディスコグラフィー』上海編で確
認できたので○扱いとする。

出典略号／（大）；「京劇大典」、（程）；「菊壇経
典：京劇大師程硯秋老唱片全集」、（老）；「中国京
劇老唱片」 （余）；「菊壇大師：余叔岩絶版珍品」
2、（伝）：『中国伝統音楽集成：史料としての SP

原盤復刻』（譚）；「譚鑫培唱腔専輯」 53）、 （声）；
「中国京劇有声大考」 54）、（劉）；「鼓界大王劉宝
全」 55）
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図 1　陳徳霖「祭江」（百代 32087） 図 2　李長勝・張菊芬「御菓園」（Victor48028-B）

図 3　雙處「四郎探母」（Victor48033-B） 図 4　翁瑞午「義妖記・斷橋」（頭段）（高亭 A26013-A（Tab27））

図 5（上）・図 6（左）
百代公司唱片総目録
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参考・引用文献
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大学図書館と省エネルギー
ESCO事業とその他の省エネルギー対策

Energy saving in the university libraries

ESCO business and other cases

名古屋大学附属図書館
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Abstract
This article reports the ESCO business in Nagoya University Library, and cases of the 

energy saving in the libraries.

Keywords:  University libraries（大学図書館），Energy saving（省エネルギー），Global 

warming（地球温暖化），ESCO，Water purifi cation（水質浄化），Green 
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1 ．はじめに
2009 年 12 月にコペンハーゲンで開催された

COP15 1）は，京都議定書 2）に定められていない
2013 年以降の地球温暖化対策を決定し，各国の同
意を求めることを当初の目的としていた。 しかし，
結論は先送りとなり具体的な削減目標のない「コ
ペンハーゲン協定」をまとめただけで閉幕した。
京都議定書の議決以降，地球温暖化の原因とな
る温室効果ガスの削減義務については，日本国内
でも様々な議論があるが，近年の国民の環境・エ
コロジーへの関心は高まりつつあるのではないか
と考えられる 3）。
2009 年には，また，全国の大学の地球温暖化
対策が活発化することを目標とした大学生によ
るエコ大学ランキングが話題となった。これは，
1994 年に発足した環境 NGOであるエコ・リーグ
（全国青年環境連盟）を中心とした，環境を学び，
活動を行う学生のネットワークが，全国 334 校の

国公私立大学を調査対象として実施したものであ
る。回答のあった 107 大学の二酸化炭素（CO2）
排出量・エネルギー使用量削減，実施している地
球温暖化対策，学生への教育・啓発，大学独自の
取組に係るアンケートの回答内容を点数化してラ
ンキング付けしている。図書館への言及はない
が，学生に対して，環境に関する推薦図書の案内
を行った事例 4）が報告されている。
大学図書館は，大学における教育・研究を支援

し，大学の研究成果の発信や学術資料の収集，保
存，提供，公開を行う機関である。各大学図書館
は，利用時間の延長や開館日数の拡大を行い，施
設の改修や新築に際しては，省エネルギーにも配
慮した採光や通風を工夫して，柱や壁の少ない開
放的な空間を構築してきた。これらは図書館利用
者に快適な時間と環境を提供している。
本稿では，大学図書館が，地球温暖化防止のた

め，どのような省エネルギー対策を進めてきたの
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かという点について，過去の事例と，名古屋大学
附属図書館 ESCO事業などの具体的な事例をもと
に報告する。

2 ．図書館と省エネルギーに関する事例
図書館と省エネルギーに関する文献では，1977
年に米国ボストンの図書館で開始された省エネル
ギープログラムの報告がある 5）。ボストン大学
図書館は，石油危機の影響を受けて，石油価格が
148％急騰し，電気料金も 83％値上がりという事
態に直面し， 室温設定を華氏 65 度 （摂氏 18. 3
度）に下げ，書架と机の照度を下げた。この時の
ボストン大学図書館の省エネルギー提案は，照明
器具へのタイマーと，窓への保温性のあるカーテ
ンの取り付けを含んだものである。
また，ボストン公立図書館は，電気使用量を
38％削減したにも関わらず，電気料金が 48％増加
したため，有効な 2つの保全対策としてとられた
のは，貴重書室用には単独の温湿度制御装置を使
い，閉館時間から，朝の施設オープンの 2時間前
まで暖房装置と空調設備を停止することであった。
以後，海外では多彩な事例報告，論文が公表さ
れているが，それぞれの時代や地域の環境意識，
省エネルギー技術を反映している。
例えば，1993 年の米国では，エネルギー高効
率技術を使い，照明，暖房，換気，空調装置，水
効率などを改善し，省エネルギー担当スタッフを
支援することによる，図書館の経費とエネルギー
の節約について報告されている 6）。
2000 年代に入ると，自然光や換気を活用し，人

工照明などを低減させた事例が報告されるように
なる。例えば，米国の地域図書館における，自然
光を利用した省エネルギーと，自然換気，通風に
よる暑さ対策，また，ドイツのアーヘン応用科学大
学ユーリッヒ校図書館における， 太陽エネルギー
を利用した建物の一部を学生の読書ガーデン用の
魅力的なオープンテラスとして，建物の中心部は
ガラスで覆われていることが紹介されている 7）。
2007-08 年ごろには，J. Meyerの論考のような

環境問題を強く意識した事例が見られるように
なった。Meyerは，地球温暖化がもたらす図書館
に関連した環境問題と，省エネルギーの手法を広
く取り上げ，すでに米国の多くの地域で構築され
ているグリーン・ライブラリーが，図書館のニー

ズと，地球に優しいデザインとエネルギー消費量
における実質的な経費節減を兼ね備えているこ
と，また，地球温暖化からコレクションを守るた
めに図書館員がとるすべての行動は，将来の世代
のために人間の記録を保存する重要なステップと
なる，と結論付けている 8）。
国内では，1998 年に葉山茂三による「上智大学

中央図書館における環境エネルギーの活用 ― 太陽
熱，太陽光，雨水利用，放射冷暖房の具体例」 9）の
報告がある。この中で，葉山は，低質（低密）熱
源により地球温暖化への防止のため CO2 発生の減
少を目指してきた成果や，都心型キャンパスにお
ける環境共生のあり方，環境エネルギーの活用に
よる成果を詳細な測定数値とともに紹介している。
東海地区で見ると，名古屋工業大学附属図書館
の事例がある 10）。2007 年度の南館の耐震改修に
伴い，屋上緑化，太陽光発電の設備が設置された。
太陽光発電は，南館 1－ 2階開架閲覧室の照明分
の発電能力がある。
また，岐阜大学図書館でも，2009 年度に太陽光
発電による図書館への電力供給が計画されている。
公立図書館としては，熱量原単位を 1999 年度
から 8年連続で前年に比べて 5％改善し続けてき
た福岡市総合図書館の事例が報告されている 11）。
担当のエネルギー管理士の工夫による設備投資ゼ
ロの省エネルギー手法は，窓際のブラインドの調
整（ブラインドを一年中降ろしっ放しにし，ブラ
インドの羽を水平にする），照明の数を減らし高
効率型に替える，空調機の独自の調整，不快指数
を基準にした冷房温度の設定，朝の清掃開始時間
を 30 分遅らせることによる照明の点灯時間と冷
房負荷の節減など，どの図書館でもすぐに実行で
きる対策が紹介されている。
名古屋大学では，2011 年 3 月完成予定の最先
端エコビル計画を公表している。この計画では，
全館（地上 7階，15, 000 ㎡）に LED照明器具を
設置し，高断熱・高遮熱・高気密仕様，斜めフィ
ン・庇採用による日射制御，自然換気システム
サッシ，屋上緑化，アモルファストランス，ドラ
イミストなどを採用し，年間約 69 トンの CO2 削
減と，36％の電気代節約が期待されている。

CO2 を発生しないクリーンエネルギーが多くの
大学図書館でも利用され，地球環境保全に貢献で
きる日も近い。
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3 ．ESCO事業
3．1　ESCO事業とは何か

ESCO（Energy Service Company，エスコ）事業
とは，ESCO事業者がエネルギー診断にもとづく
省エネルギーの提案をし，提案実現のための省
エネルギー設計と施工を行い，導入した設備の維
持・管理など包括的なサービスを提供する事業で
あり，省エネルギー改修にかかる費用は補助金や
光熱水費の削減分などで賄われる。

ESCO事業は，1970 年代の石油危機による原油
価格の高騰を契機として米国で始まり，政府や学
校などの公共施設を主な対象として実施されてき
た 12）。
日本では，企業側が率先して自主的に省エネ
ルギーに取り組んだこともあり ESCO事業の開
始時期は遅れたが，1996 年 4 月に，経済産業省
資源エネルギー庁内に「ESCO検討委員会」が
設置された。その後，民間企業，自治体での導

入が進み，2004 年度には国の施設にも導入され，
市場規模は，1998 年度が 9億 9千万円だったも
のが，2007 年度には 406 億円となっている。ま
た，2007 年度の CO2 削減効果は 109 万 5 千トン
CO2 ⁄ 年である 13）。
日本の ESCO事業者は，1998 年度時点では 7

社であったが，2010 年 1 月に ESCO推進協議
会 14）に登録されている事業者は 118 社（正会員
63 社，賛助会員 55 社）である。
資源エネルギー庁と財団法人省エネルギーセン

ターが公表している「ESCO導入事例リスト 2008
年度」 15）によると，2008 年度までの日本におけ
る ESCO導入件数は，表 1のとおりである。
また，事例の中から掲載許可を得たものを

「ESCO導入事例と優良エスコ 2008-2009」 16）とし
て公表している。この中に大学から 3つの事例が
紹介されている。詳細は表 2のとおりである。

表 1　日本における ESCO導入件数

民間

ホテル  42 件
店舗  81 件
病院  30 件
オフィスビル  75 件
その他  37 件 私立大学など
工場 214 件

公的部門  98 件 国立大学法人，独立行政法人，公立病院，自治体庁舎など
合計 577 件

表 2　日本の大学における ESCO導入事例

Ａ国立大学 Ｂ公立大学 Ｃ私立大学
対象建物 医学部および附属病院 研究所 キャンパス全建物
延床面積 118, 562 ㎡ 8, 752 ㎡ 127, 162 ㎡

省エネルギー
手法

・ 天然ガスコージェネレーションシ
ステムの導入
・排熱投入型冷温水発生機の導入
・炉筒煙管ボイラの改造
・ ポンプ，ファンへのインバータ導入
・ファンの温度制御
・蒸気バルブ類の保温

・ 温水送水システムの 1ポンプ化
・ 冷水 2 次ポンプ，冷却水ポンプ，
熱原水ポンプのインバータ化

・管理棟空調機の CO 2 制御
・機械室ファンの運転管理
・蒸気弁断熱ジャケット装着

・熱源システムの更新
・ 照明器具安定器の高効率インバー
タ型への交換

・ 風力・太陽光ハイブリッド発電公
園灯

・グリーン電力証書

ファイナンス 自己資金（ESCO事業者の資金） リース リース

補助金の利用
NEDO
エネルギー使用合理化事業者支援事
業

なし
経済産業省
先導的負荷平準化機器導入普及モデ
ル事業

契約方式と契
約期間

シェアード・セイビングス契約
11 年間

シェアード・セイビングス契約
9年間

シェアード・セイビングス契約
15 年間

ESCOサービ
ス開始年月 2008 年 4 月 2008 年 10 月 2008 年度？

エネルギー削
減率 12％ 7. 95％ 2. 3％

CO2 削減率 31％ 7. 79％
光熱水費等削
減額 80, 000 千円／年 3, 286 千円／年

備考 国立大学として全国初の ESCO事業
導入 大きな設備変更無し 当キャンパスは，ISO 14001 認証サ

イトである
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3 ．2　ESCO事業の契約形態
契約形態としては，シェアード・セイビングス
契約とギャランティード・セイビングス契約があ
る。シェアード・セイビングス契約は，ESCO事
業者が省エネルギー改修の費用を負担し，顧客は
初期投資の必要が無い。設備は ESCO事業者が所
有し，ESCO契約期間中は，顧客から ESCO事業
者に，ESCOサービス料（初期投資の償還分，メ
ンテナンス費，効果検証費等）を支払う。一方，ギャ
ランティード・セイビングス契約では，省エネル
ギー改修の初期投資は顧客が負担する。設備は顧
客が所有し，ESCO契約期間中は ESCOサービス
料（メンテナンス費，効果検証費等）を支払うこ
とになる。
アメリカでは，ギャランティード・セイビング
ス契約が主体で，連邦政府はシェアード・セイビ
ングス契約である 17）。
日本では，当初はほとんどがギャランティード・

セイビングス契約であったが，2000 年以降，シェ
アード・セイビングス契約が普及し，2007 年度
には 53％を占めている 18）。
どちらの契約形態であっても，基本的に初期
投資のための資金調達の方法が違うだけで ESCO

サービス自体は同等であるが，顧客が低金利で資
金を調達できない場合はシェアード・セイビング
ス契約を選択する方が一般的なようである。
なお，ESCO事業は，省エネルギー改修の費用
のための補助金が無くても成立する。

3 ．3　ESCOサービス料の考え方
ESCO契約ではエネルギーの削減を ESCO事業

者が保証する。万一削減目標が達成できなかった
場合は，原因を調べ，責任が ESCO事業者にある

場合は ESCO事業者負担で追加工事を行う等，顧
客の不利益にならない対策が実施される。
シェアード・セイビングス契約における ESCO

サービス料算出の方法は，図 1のとおりである。

4 ．名古屋大学附属図書館ESCO事業
4．1　 附属図書館ESCO事業の導入経緯と期待

された効果
名古屋大学附属図書館は，中央図書館，医学部
分館および部局図書室により組織されているが，名
古屋大学附属図書館 ESCO事業は，附属図書館の
なかで，中央図書館のみを対象とする事業である。
本稿では，従前から附属図書館 ESCO事業と呼
んでいるため，そのまま附属図書館 ESCO事業と
称する。
名古屋大学附属図書館（中央図書館）の施設と
しての概要は，次のとおりである。
構造 鉄筋コンクリート 地下 1階，地上 5階
面積 旧館　1981 年 10 月（築 28 年）竣工

10, 276 ㎡
   新館　1994 年 10 月（築 15 年）増築

5, 301 ㎡
合計 15, 577 ㎡

空調システム  空冷セパレート型ヒートポンプ，
高効率温度成層式蓄熱槽 19）

開館時間   平日 8：00 から 22：00
       土・日・休日 8：00 から 17：00
年間入館者数　710, 463 人（2008 年度）

エネルギーの使用の合理化に関する法律（いわ
ゆる省エネ法）により，学校，官公庁等は，エネ
ルギー消費原単位 20）を年平均 1％以上，低減を
図ることになっている。

ESCO事業実施前 ESCO事業実施中 契約期間終了後

光熱費支払

光熱費支払

返済分

ESCO事業者の経費 

初期投資

金利

光熱費支払
ESCO 事業者

が保証 

大学の利益

大学の利益 省

効
果

省

効
果

料料

図 1　ESCOサービス料算出の方法
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中央図書館の空調システムの機器は経年により
劣化していて，また，蓄熱槽については，夜間蓄
熱は高圧機器のため保安上無人運転ができなかっ
たことや，夜間蓄熱によるピークカット効果が検
証しにくいことから，昼間だけしか使われていな
いという状況であった。
そこで， 空調設備の更新による省エネルギー
の推進および環境負荷の低減 （CO2 削減） を早期
に図るため， ESCO事業として公募を行うことに
なった。

4 ．2　導入手続き
ESCOサービスを導入するためには，求める事

業内容を明確にし，ESCO事業者から優れた提案
を募集する必要がある。
附属図書館では，名古屋大学内の教員と，財務
部，施設管理部，図書館の職員による募集要項策
定委員会を組織し，「ESCO事業提案募集要項」を
策定した。
要項の構成は，募集の趣旨，事業概要，応募条
件，事業者選定の流れ，審査及び審査結果の通知，
提示条件，事業の実施に関する事項，ESCO提案
提出書類・作成要領，ESCO契約に関する事項等
からなり，「ESCO事業提案提出様式集」もあわ
せて策定した。
要項に示した ESCOサービス開始までのスケ
ジュール 21）は，次のとおりである。
1．募集要項配布 2007 年 10 月 1 日～ 5日
2．募集要項等に関する質問受付

 10 月 9 日～ 15 日
3 ．説明会 10 月 19 日

4 ．募集要項等に関する質問回答 10 月 19 日
5 ．参加表明書及び資格確認書類の受付

 10 月 26 日～ 11 月 2 日
6 ．参加資格確認結果及び提案要請書の送付

 11 月 9 日
7 ．現場ウォークスルー調査 11 月 19 日
8 ．提案書の受付 2008 年 1 月 9 日～ 15 日
9 ．優先交渉権者等の選定，結果通知・公表

 2 月 15 日
10．ESCO契約の締結 9 月（予定）
11．設計・工事・試運転調整期間
 契約締結日～ 2009 年 2 月 20 日（予定）
12．ESCOサービス開始期日
 2009 年 4 月 1 日（予定）
13．ESCOサービス期間
 事業者の提案による。（最大 15 年とする）

4 ．3　最優秀提案の決定
附属図書館 ESCO事業では，ESCO事業者から

の提案書を学内の教員等からなる審査委員会が審
査し，最も優れた提案を行った事業者として，三
菱 UFJリースを代表者とするグループを決定し
た。グループ構成員は三機工業，トヨタエンタプ
ライズである。

ESCO提案書の評価事項は，事業資金計画，技
術提案，維持管理，計測・検証手法及び運転管理
方針等であり，これらを総合的に審査した。最優
秀提案では，特に熱源設備の変更による保守・管
理費用の低減，夏季の夜間蓄熱によるデマンド
カット（図 2）などが評価された。夏季の空調負
荷ピーク時に深夜蓄熱冷房を活用しデマンドカッ

図 2　デマンドカットによる効果（名古屋大学施設管理部による）
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ト運転することにより，キャンパス全体のデマン
ドを約 300kW削減することができた。

4 ．4　補助金制度の活用
日本では， 経済産業省資源エネルギー庁と ESCO

推進協議会が ESCO事業の支援を行っている。
附属図書館 ESCO事業では，補助金等の可能性
の提案があることを ESCO提案書の財政的評価事
項として挙げた。
公募当時は，NEDO（独立行政法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構）の住宅・建築物高
効率エネルギーシステム導入促進事業，一般社団
法人日本エレクトロヒートセンターの高効率空調
機導入支援事業補助金など，複数の補助金制度が
あったが，補助金の対象とする内容，申請時期な
どから判断し，財団法人ヒートポンプ・蓄熱セン
ターの「先導的負荷平準化機器導入普及モデル事
業」に応募し，交付が決定した。
実施計画書は，名古屋大学と ESCO事業者の連
名で提出し，採択後，補助金交付申請書を同じく
連名で， 主務大臣である経済産業大臣宛に提出
し，補助金交付決定通知を受けた。
なお，補助率は補助対象経費の 3分の 1以内で
ある。

4 ．5　附属図書館ESCO事業の概要
4．5．1　ESCOサービスの内容

ESCOサービスを開始するための事前業務とし
て，ESCO事業者は，省エネルギー，省コストを
実現するための調査，計測，提案書の作成，設計，
管理計画書の作成等を行う。

ESCO設備導入のための改修工事と，改修後の
ESCO設備の運転・監視，点検・保守，計測・記
録を行い， ESCOサービスを開始することになる。
附属図書館 ESCO事業では，ESCO設備だけで

なく，既存設備の運転・監視，点検，計測・記録
業務も ESCO事業者が実施するが， これら以外
に，附属図書館（中央図書館）の建物清掃，環境
衛生管理業務 22）も行うことになっている。

ESCOサービスとして建物清掃，環境衛生管理
業務も実施するのは，附属図書館 ESCO事業の特
徴的な点である。設備従事者がゴミの回収を応援
し，清掃従事者が不要な照明を消し，相互の業務
を応援しあい建物を一括管理することで，最適な

図書館環境が提供されることになる。
また，地階書庫エリアの環境改善も独自の提案
である。ESCOサービスの開始以前は，一年を通
して除湿機を運転していたが，デリベントファン
と空調機の連動回路を取り外し，デリベントファ
ンの単独運転により，天井や壁の高いところから
風を送り空気を循環させることで，湿度の低い時
期における除湿機の運転時間の削減を図ることに
なった。

4 ．5．2　契約
附属図書館 ESCO事業の契約形態は，シェアー
ド・セイビングス契約である。契約期間は 15 年
（2009 年 4 月 1 日～ 2024 年 3 月 31 日）で， ESCO

設備の所有権は，三菱 UFJリースにあるが，契
約期間終了後は，名古屋大学へ無償譲渡されるこ
とになっている。
名古屋大学が ESCO事業者に支払う ESCO

サービス料は， 省エネルギー設備の建設費， 動産
保険料，金利，検証費，保守費，清掃費，環境衛
生管理費，諸経費からなる。
ベースライン 23）を電気代については 2006 年度
とし，運転・管理費，清掃費，環境衛生管理費等
については 2007 年度を採用年度としている。

4 ．5．3　検証
ESCO設備の省エネルギー率は 10. 3％，温室効
果ガス排出削減率は 9. 9％，CO2 排出量の削減効
果は約 43％を見込んでいる。

ESCOサービス開始後 3年間は，省エネルギー
量の測定，電気料金の基準単価に基づく電気代削
減額の検証を行うことになっている。
そのため， ESCO事業者は名古屋大学に対して，
毎月1回， 省エネルギー効果検証報告書を提出し
ている。報告書の内容は，建物全体の電気使用量，
ESCO事業範囲の電気使用量，ESCO事業範囲の
詳細項目の検証結果（熱源設備の高効率化，空調
機の外気風量調整，施設管理の省エネルギー活動
効果など），その他施設管理の取組事項等であり，
ESCO事業者から報告を受けるとともに，附属図
書館および施設管理部との打ち合わせの機会とし
ている。
図 3は，ESCOサービス開始前・後の 1年間の

電気使用量を比較したものである。
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空調設備の運用時間の違いなどあるが，冷暖房
期（7月 15 日～ 9月 15 日，12 月１日～翌年 3月
15 日），特に冷房期の省エネルギーに効果を上げ
ていることが分かる。

5 ．名古屋大学附属図書館のその他の取り組み
5．1　名大発ESCO
環境指標として，ウォーターフットプリントが
注目されている。
ウォーターフットプリントとは，ある製品のラ
イフサイクルで使用される水の総量の推計値のこ
とであり，例えば，ビールをグラス 1杯分作るの
に 75 リットル，牛肉 1キログラムに 15, 500 リッ
トル，木綿のシャツ 1枚に 2, 700 リットルの水が
必要とされる 24）。
国際標準化機構（ISO）は，2011 年末までに国

際規格を発行する見通しである。
地球温暖化に伴い，世界的に水資源の重要性が
認識される中で，名古屋大学では，2008 年 7 月
から東山キャンパスの井戸水を水道水基準値内に
浄化する地下水浄化サービス事業を実施した 25）。
この事業により削減された上水道使用料は，「名
大発 ESCO」省エネルギー推進事業として，学内
公募による省エネルギー設備の導入に充てられて
いる。
「名大発 ESCO」としては，例えば，最新の省
エネルギー型の機器 （照明器具， 蒸留水製造装
置，ネットワークサーバなど）への更新，講義室
の照明設備への人感センサー設置などによる消費
電力の削減，屋上への遮熱塗装などが事業として

採択されている。

5 ．2　浮体式水質浄化装置
附属図書館（中央図書館）前の池は，図書館

利用者を始めとする大学構成員等の憩いの場所と
なっている。しかし，人工池で閉鎖性水域のため
水質管理が難しく，2007 年に 8月に実施した池
の清掃では，池の底の堆積した汚泥が 30 袋にも
なり，その後も，水質が悪化する夏季には池に注
入する井水の量を増やして水質管理 26）を行って
きた。
浮体式水質浄化装置は，附属図書館の池のよう

な閉鎖された水系内で，生態系を活性化させ，自
然の浄化能力を高めるため，プロペラ方式により
『流れ』をつくる装置であり，水質改善，アオコ
抑制を行う。なお，太陽エネルギーを使用するた
め， 電気代がいらず， CO2 の排出はゼロである。
そこで，附属図書館から，2008 年度「名大発

ESCO」に「浮体式水質浄化装置の設置」を応募
した。池に太陽エネルギーを動力源とする浮体式
水質浄化装置を設置し，水質浄化をすることで，
池への注水の節水を図るものである。
浮体式水質浄化装置は，国内で 16 箇所の導入

実績（計画当時）はあったが，設置箇所の状況に
より，効果の大小があるため，附属図書館では，
効果の最も大きい夏場に試験的に設置し，水質浄
化の効果を測定した。
「名大発 ESCO」の審査では，大学に相応しい
内容として加点もあり，省エネルギーが非常に期
待できるＡランクの評価を得た。

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 月

ｋWh

２００６年度

ESCO事業計画値

２００９年度

図 3　ESCOサービス開始前（2006 年度）と開始後（2009 年度）の電気使用量
（2010 年 3 月は未実施）     　
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図 4は， 浮体式水質浄化装置の設置前（左 

2008 年 7 月 25 日）と設置後（右　2009 年 7 月 30
日）を比較したものである。設置前に池の表面を
覆っていた藻が，設置後は写真中央の浮体式水質
浄化装置による対流攪拌により無くなり，池に映
る木の影が鮮明になり，池の底まで見えるように
なった。池への注水をかなり少なくしたが，今で
は夏場に魚が死んでしまうこともなくなった。

6 ．おわりに
1879 年のエジソンによる電球の発明から，1996
年に日本の企業により白色 LEDが商品化される
まで，照明の歴史をみても，技術は絶えず進化し
ている。
2005 年度以降，中央図書館では人感センサー
の導入，閲覧席の天井照明の高輝度器具への切り
替え，トイレや通路のダウンライトの LEDへの
切り替えを順次進めてきた。
人が環境に与える負荷を少なくしていくこと
が，人にとっても快適な環境となることが意識さ
れるようになってきた。大学図書館は，学術情報
を次世代に継承する役割を担っているが，グリー
ン ･ライブラリーの考え方に見るように，環境に
優しい図書館を目指し，環境と人とが共生し，快
適な利用環境を提供し続けることも，図書館の重
要な任務である。

註と参考文献：
1 ） COP15 は，第 15 回締約国会議（Conference of Parties）
の略である。COPは，国連気候変動枠組条約（UNFCC）
を受けて設置された会議で，年に一度，各国の環境に
関わる省庁の大臣が集まり，同条約の成果について話

し合う。COP15 は，2009 年 12 月 7 日から 18 日までの
2週間にわたりコペンハーゲンで開催された。 

 http://www.ambtokyo.um.dk/ja/menu/COP15/（参照 2010-
02-28）．

2） 京都議定書（正式名称：気候変動に関する国際連合枠
組条約の京都議定書）は，1997 年 12 月に京都市で開か
れた第 3回気候変動枠組条約締約国会議（COP3）で採
択された。温室効果ガス排出量の削減に向けて各国に
具体的な取り組みを課した初の国際的な議定書である。

 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/kpeng_j.pdf 

（参照 2010-02-28）．
3） 例えば，2009 年 10 月に実施された goo Researchのエコ
活動に対する意識調査によると，環境意識の高低に関
わらず，2，3年前と比べて環境に対して意識するよう
になった，という回答が一番多かった。

 http://research.goo.ne.jp/database/data/001109/（参照 2010-
02-28）．

4） 第一回エコ大学ランキング報告書によると，国公立大
学部門で第 1位となった岩手大学では，6月 5日の環
境の日前後を環境ウィークとして，環境マネジメント
学生委員会が，学生に対して推薦図書や取組を案内す
るチラシを配ったことが報告されている。

 http://ccc.eco-2000.net/fi le/eco-campus-report-v1.pdf（参照 

2010-02-28）．
5） Energy conservation tried by Boston libraries. Library 

Journal. 1977, Vol.102, Issue 12, p.1326.
6 ） Lewis, Eleanor J. et al. Energy Efficiency in Libraries. 

Library Administration & Management. 1993, v.7, n.3, 
p.153-58.

7 ） Melisz M.; Spate F. The solar heating system with seasonal 

storage at the Solar-Campus Julich. Solar Energy. 2000, 
Volume 69, Number 6, p.525-533.

 Steele, Mark W. Carmel Mountain Ranch Community 

Library. New Library World. 2002, 103, no.1-2, p.17-20.
8 ） Meyer, Jennifer. Global Warming’ s Library Challenge. 

Library Journal. 2008, v.133, n.18, p.26-29.
 他にも，次の文献が，グリーン・ライブラリーの視点

図 4　（左）設置前（2008 年 7 月 25 日）　（右）設置後（2009 年 7 月 30 日）
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から事例報告している。
 Promoting green issues and sustainability in UK higher 

education libraries. SCONUL Focus. 2007, Issue 42, p.57-60.
 Tseng, Shu-hsien. Green library design and evaluation: the 

Taipei Public Library, Taiwan. New Library World. 2008, 
109, no.7-8, p.321-336.
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 報告書の中では，上智大学の事例の他，具志川市立図
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11） 8 年連続 5％低減をめざす，設備投資ゼロ円の省エネ
ルギー
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14） ESCO推進協議会は，「ESCO事業の市場開拓を援助し，
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シェアード・セイビングス契約が 53％，ESP・オンサ
イト発電が 36％，ギャランティード・セイビングス契
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となっている。また，省エネルギー改修工事の資金は，
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 http://www.eccj.or.jp/esco/recommend/08/03.html （参照 2010-
02-28）．

19） ヒートポンプは，熱を移動させる熱媒体を用いて，蒸
発器の吸熱作用で 「冷凍」を， 凝縮器の放熱作用で
「加熱」を行う。蓄熱槽は，冷水や温水を計画的に蓄え
ておいて，必要な時に必要な分だけ取出して使える。
蓄熱槽を用いれば，電力使用量の多いピーク時間帯の
需要を減らし，他の時間帯にずらして平準化するピー
クカット運転が可能となる。

20） 文部科学省の「大学施設の管理運営をとりまく状況」
によると，エネルギー消費原単位とは，大学の場合，業
務のために要したエネルギーの使用量を建物延床面積
その他の当該業務に供した施設の規模等エネルギーの
使用量と密接な関係をもつ値で除して得た値とされる。

 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/008/
toushin/05072701/002.htm（参照 2010-02-28）．

21） 募集要項配布に先立つ 9月に，大学のホームページで
提案募集の案内をした。また，日刊建設工業新聞，建
設産業新聞，建通新聞，建設通信新聞等，建設業界紙
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に募集要項配布の記事が掲載された。
 なお，10 月に開催した説明会には 7業者，12 名，現場
ウォークスルー調査には 2業者，11 名の参加があった。
現場ウォークスルー調査の内容は，図書館内の視察，
資料説明，質疑等である。

22） 環境衛生管理業務として，空気環境測定，飲料水水質
検査，水槽（受水槽，高架水槽）清掃業務，害虫駆除
などが実施される。

23） ベースラインとは，省エネルギー改修以前の年間エネ
ルギー使用料金，または年間エネルギー使用量のこと
であり，改修後と比較することで省エネルギー効果の
判断が可能となる。

 なお，機器の稼働状況，運転・監視方法等に著しい変
更が生じたときは， ベースライン，年度別支払額など
は，顧客と ESCO事業者の合意により修正されること
がある。

24） Water Footprint Network

 国別の計算もあり，日本では，ウォーターフットプリ
ント全体の 64％が輸入製品として海外から持ち込まれ
たものであり，国民一人当たりでは年間 1, 153, 000 リッ
トルとなる。

 http://www.waterfootprint.org/index.php?page=files/home 

(accessed 2010-02-28).
25） 国立大学法人名古屋大学環境報告書 2009
 http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/fmd/rpt/2009/

rpreport2009.pdf（参照 2010-02-28）．
26） 人工池の水質管理には，薬剤や微生物を使用したり，
ホテイアオイ等の水草を利用する方法もあるが，附属
図書館の池には鯉が生息しているため，薬剤や微生物
の使用は，生態系に影響を与えることになり，また，
ホテイアオイは繁殖力が強く，あっという間に水面を
覆い尽くし生態系に影響を与え，また，冬枯れなどで
そのまま水中で腐らせたのでは，腐敗物が水中を漂う
ことになり，かえって水質を悪化させてしまう。
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本誌は学術情報または大学図書館に関わる活動及び研究成果を公表する目的で，名古屋大

学附属図書館研究開発室が編集・発行するものである．

２．編集委員会
編集委員会を名古屋大学附属図書館研究開発室内に設置する．編集委員会は本誌編集に関

わる一切の業務を管掌する．

３．査読
投稿原稿の採否は，編集委員会が依頼する査読者による査読を経て編集委員会で決定し，

速やかに筆頭著者に通知する．なお，査読結果に応じて原稿の書き直しを求める場合がある．

４．校正
初校正は著者の責任でおこなう．

５．別刷
別刷 50 部を著者に寄贈する．それ以上を希望する場合は著者が費用を負担する．また，

同内容の PDFファイルを提供する（著者自身によるWeb等での公開を妨げない）．

６．著作権
投稿論文の著作権は著者に帰属する．ただし，著者は，名古屋大学附属図書館研究開発室

が投稿論文を印刷物として発行すること，Web上で公開することを許諾する．
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３．原稿には下記項目を記した投稿申込書（形式自由．メールの場合は本文に記せばよい）を添
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 a ）原稿の種類：原著論文，資料紹介，調査報告，その他
 b ）タイトル（和文・欧文）
 c ）著者名（和文・欧文）
 d ）所属（和文・欧文）
 e ）要旨／ Abstract（和文・欧文）
 f ）キーワード（和文・欧文，論文の内容を代表するものを適当数）
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７．文献の書誌事項は，科学技術情報流通技術基準 SIST-02-1997「参照文献の書き方」に従って
記すこと．

８．その他不明な点があれば，編集委員会まで照会すること．
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